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開議 午前１０時００分 

    ◎開議の宣告 

〇田村議長 ただいまの出席議員は10名です。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 議事については、配付しております日程表により進めますので、よろしくお願いをいた

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 発言の取消について 

〇田村議長 日程第１、発言の取消について。 

 昨日３月13日の第１回町議会定例会における発言について、福原議員から会議規則第

64条の規定によって本人の申し出により、お手元に配りました発言取り消し申出書に記載

した部分を取り消ししたいとの申し出がありました。 

 お諮りをいたします。これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、福原議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決定されました。 

 

    ◎日程第２ 発言の取消について 

〇田村議長 日程第２、発言の取消について。 

 次に、３月13日の第１回町議会定例会における発言について、二瓶議員から会議規則第

64条の規定によって本人の申し出により、お手元に配りました発言取り消し申出書に記載

した部分を取り消ししたいとの申し出がありました。 

 お諮りをいたします。これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、二瓶議員からの発言の取り消し申し出を許可することに決定されました。 

 

    ◎日程第３ 議案第２５号 

〇田村議長 昨日に引き続き議案第25号の予算審議に入ります。日程第３、議案第25号 平

成29年度浦幌町一般会計予算を議題といたします。 

 昨日に引き続き予算審議を行います。 

 それでは、２款１項11目成人式費から10款３項４目スクールバス管理費までの説明を求

めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 一般会計予算書の39ページをごらん願います。２款総務費、１項総務管
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理費、11目成人式費、本年度予算額24万4,000円、この目につきましては平成30年浦幌町成

人式に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 続いて、ページが飛びます。予算書の90ページをごらん願います。あわせまして、予算

説明資料の33ページをごらん願います。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、

本年度予算額233万2,000円、この目につきましては教育委員４人の報酬、費用弁償、交際

費などの教育委員会の運営に要する経費でございます。４月から新制度に移行し、全員が

報酬同額の教育委員となりますことから、委員報酬が23万7,000円の減となっています。１

節報酬については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の90ページから91ページをごらん願います。予算説明資料は33ページでございま

す。２目事務局費、本年度予算額6,083万4,000円、この目につきましては教育委員会事務

局の運営や職員の人件費及び小中一貫コミュニティ・スクールに要する経費でございます。

平成27年度から本格的導入しております小中一貫コミュニティ・スクールに要する経費と

しては、町の小中一貫ＣＳ委員と各学校の学校運営協議会委員の謝金、全国コミュニティ・

スクール研究大会参加旅費及び推進交付金等120万1,000円となっております。19節負担金、

補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の91ページから93ページをごらん願います。予算説明資料は引き続き33ページで

ございます。２項小学校費、１目学校管理費、本年度予算額9,614万4,000円、この目につ

きましては小学校２校、児童数207名、教職員数27名に係る学校経営、施設維持に要する経

費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費で浦幌小学校校内放送設備更新工事、

上浦幌中央小学校校長住宅新築工事などで2,048万円の増でございます。18節備品購入費

は、普通教室用50インチテレビ、小学校児童用机、椅子購入費などで481万5,000円の増額

という内容でございます。減額の主なものは、12節役務費で閉校に伴い計上しておりまし

た厚内小学校備品廃棄処理手数料など449万8,000円の減という内容でございます。11節需

用費、13節委託料、14節使用料及び賃借料、15節工事請負費、18節備品購入費については、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は引き続き93ページをごらん願います。あわせまして、予算説明資料は33ページ

から34ページをごらん願います。２目教育振興費、本年度予算額1,832万1,000円、この目

につきましては小学校２校の教育振興のための事務委託、関係団体への事業支援及び学校

給食費補助金に要する経費でございます。減額の主なものは、20節扶助費で要、準要保護

児童学用品等扶助費の対象児童数の減による27万9,000円の減額という内容でございます。

13節委託料、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料に記載のと

おりでございます。 

 予算書の93ページから94ページをごらん願います。予算説明資料は34ページでございま

す。３目特別支援教育振興費、本年度予算額541万1,000円、この目につきましては特別支

援教育推進のための事業費と特別支援学級を浦幌小学校に３学級、上浦幌中央小学校に２

学級を開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内訳は、浦幌小学校に知的障
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がい１学級、言語障がい１学級、情緒障がい１学級が、上浦幌中央小学校は言語障がい１

学級、情緒障がい１学級でございます。増額の主なものは、１節報酬の特別支援教育支援

員１名増員による104万6,000円の増という内容でございます。１節報酬の全内容につきま

しては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は引き続き94ページをごらん願います。予算説明資料は34ページでございます。

４目簡易水泳プール管理費、本年度予算額145万3,000円、この目につきましては上浦幌中

央小学校に設置しております学校プールの維持管理に要する経費でございます。増額の主

なものは、説明資料に記載の15節工事請負費でプールサイド改修工事費95万円という内容

でございます。 

 予算書の94ページから95ページをごらん願います。説明資料は34ページでございます。

５目学校保健費、本年度予算額281万8,000円、この目につきましては小中学校の児童生徒

及び教職員の健康診断等に要する経費でございます。13節委託料、20節扶助費については、

説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の95ページから96ページをごらん願います。予算説明資料は34ページでございま

す。３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算額5,914万円、この目につきましては中学

校２校、生徒数103名、教職員数27名に係る学校経営、施設維持に要する経費でございます。

減額の主なものは、７節賃金で上浦幌中学校の事務職員の道費配置確定見込みにより、臨

時学校事務職員分166万4,000円の減、11節需用費のうち消耗品費は教科書改訂に伴い計上

しておりました教師用教科書、教授資料代などで230万1,000円の減、13節委託料の保守業

務委託料はガラス清掃及び屋内運動場のワックス清掃委託料などで113万6,000円の減とい

う内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購入費に

ついては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の96ページから97ページをごらん願います。予算説明資料は34ページでございま

す。２目教育振興費、本年度予算額1,592万4,000円、この目につきましては中学校２校の

教育振興のための事務委託、関係団体等への事業支援に要する経費、外国語指導助手の配

置に要する経費及び学校給食費補助金でございます。減額の主なものは、20節扶助費で要、

準要保護児童学用品等扶助費で対象生徒数の減で114万4,000円の減額という内容でござい

ます。１節報酬、19節負担金、補助及び交付金、20節扶助費については、説明資料に記載

のとおりでございます。 

 予算書の97ページ、予算説明資料は34ページでございます。３目特別支援教育振興費、

本年度予算額128万1,000円、この目につきましては特別支援教育推進のための事業費と特

別支援学級を浦幌中学校に２学級開設し、その運営に要する経費でございます。学級の内

訳は、言語障がい１学級、情緒障がい１学級でございます。１節報酬については、説明資

料に記載のとおりでございます。 

 予算書の97ページから98ページをごらん願います。あわせて、予算説明資料は35ページ

をごらん願います。４目スクールバス管理費、本年度予算額9,083万8,000円、この目につ
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きましてはスクールバス８路線に係る人件費及び運行管理費でございます。増額の主なも

のは、18節備品購入費、38人乗りスクールバス１台の購入費など2,501万1,000円の増額と

いう内容でございます。減額の主なものは、11節需用費のうち消耗品費で夏タイヤと冬タ

イヤの減額分などで67万円の減、13節委託料で距離及び時間の減少などによる運転業務委

託料が165万2,000円の減額という内容でございます。13節委託料、18節備品購入費につい

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 スクールバス管理費でお伺いしたいと思います。 

 予算書97ページ、委託路線と直営路線あると思いますが、直営路線で今何名運転手いる

のかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 ただいまの安藤議員の質問にお答えいたします。 

 直営は２路線で、２名の運転主を配置しております。委託路線につきましては６路線で、

２業者に委託しておりまして、６人の運転手を配置しております。 

 以上です。 

（何事か声あり） 

〇佐藤教育次長補佐 直営の嘱託職員が、２路線なのですが、嘱託職員２名で交代で１路

線を維持しておりまして、２路線を直営で行っております。 

 以上です。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 ちょっと確認をさせていただきたいわけですけれども、予算書の94ページ、

説明資料の34ページ、４目の簡易水泳プール管理費の中で先ほど説明の中では維持管理に

係る経費という説明でございましたけれども、説明資料を見ると改修工事となっているわ

けですけれども、これどちらなのか、ちょっと確認だけをさせていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの二瓶議員のご質問にお答えいたします。 

 上浦幌中央小学校のプールサイド改修工事につきましては、プール水槽部分の周囲を子

どもたちが移動するために使う床が設置されているのですけれども、その床の水槽側、内

側の部分に樹脂製のカバーが１周ぐるっと回っているのですが、そのカバー部分が温度と、

それから湿度によりまして劣化が著しく、現在防水テープ等でひび割れであるとか欠損部

分を補修しながら使っていたのですが、その使用にもう耐えられなくなってきたというこ

とで、種類としては修繕に当たるのですけれども、金額が多くなってきたということで、
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文言としては改修工事という工事請負費の費目の中で対応させていただくというものでご

ざいます。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 小学校の学校管理費の中の備品購入費、説明資料は33ページです。 

 児童用机、椅子、机が129台、それから椅子が105脚、これはふるさと納税の基金を使い

まして更新するようですが、児童数が207人でしたか、ということで全員には行き渡らない。

どのような形で購入をしていくかお伺いをしていきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの福原議員のご質問にお答えいたします。 

 現在小学校の児童生徒数につきましては、先ほど福原議員がおっしゃったように200名を

超えておりますけれども、この予算の中では本年度机129台、椅子105脚を予定しておりま

す。当初単年度の施行も考えていたのですけれども、台数が多かったことから、経費もか

さむということで平成29年度につきましては浦幌小学校の低学年用99台プラス上浦幌中央

小学校の全児童分30台の机、それから椅子につきましては浦幌小学校の児童用で99脚、そ

れから上浦幌中央小学校用で６脚ということで机129台、椅子105脚を予定しております。

現在のところ、平成30年度の予算ですので今後理事者との協議になりますが、平成30年度

は残すところ浦幌小学校の高学年用として机115台、椅子115脚の購入を予定しております。

なお、生徒数よりも多いですけれども、予備の分であるとか、それから交流学習等で子ど

もが一時的にふえる場合も想定して若干児童数よりは台数がふえているという状況でござ

います。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 丁寧な説明をいただきました。今子どもたちも大変体格がよくなってきてお

ります。机と体と椅子と合わないようなことがないような状態できちっと購入されるのだ

と思います。私が思うには木製品なんか体に優しいと思うのですが、その辺の扱いは、机

の天板というのでしょうか、そういうことは何か考えているでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの福原議員のご質問にお答えいたします。 

 本年度の予算要求に当たりまして、各学校から児童生徒用の机、椅子の希望を取りまと

めております。台数もそうなのですけれども、先ほど議員がおっしゃられたように体格の

こともありまして、幾つかの種類の希望の中から、もともとカタログの中にサイズが幾つ

か分類されておりますので、その中で例えば高学年用が何台とか、低学年用が何台という

ふうに出ております。ただ、現在カタログに載っているものの中に、例えば天然木をうた



                                             － 9 － 

っているものであるとか、そういった木のぬくもりを感じるようなものが主要なメーカー

の中には余り数はないと思いますので、現在学校から出てきているところでは今言ったよ

うなサイズの違い、それからサイズを調整できるものが欲しいという要望もありまして、

そういったものをメーカーを指定して今要望が出てきておりますので、学校から出てきた

その要望に合った備品として購入してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 カタログを見ながらということなのですが、十勝、浦幌町にも木がたくさん

生えております。そういったものを活用する。地場産品というのでしょうか、子どもたち

の教育上も大変よろしいかと思いますが、その辺のお考えがあるかないか、お伺いしてお

きたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えさせていただきます。 

 以前地場産品ということで木材、地元の木材を活用させていただいたということもござ

います。そういうこともございまして、実際使うのは児童生徒であり、学校現場のことに

なりますので、よく学校現場の意見を踏まえて、地場産品の木材の利点も当然ございます

し、またそうでない部分もございますので、現場の意見を踏まえて考えさせていただきた

いと思います。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 小学校費、中学校費、それぞれ教育振興費の扶助費についてご質問いたしま

す。 

 私この件については何回も質問しているのですけれども、町の広報で３月にこのことに

ついては周知するということでいつもやっております。その中で、町の広報なのですけれ

ども、援助を受けられる費目及び額ということで書いておりますけれども、その中で保護

者実費負担額ということで、保護者が出してから、それで援助するということで理解して

よろしいのですよね。保護者実費負担額と書いてある項目です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの差間議員のご質問にお答えいたします。 

 就学援助、要保護、準要保護の教育扶助につきましては、国の補助制度、それから地方

交付税制度もありますけれども、基本的には町が単独で行っている事業ということでござ

います。費目につきましては、学用品から最近ですとＰＴＡ会費、児童会、生徒会費まで

一部対象費目をふやしながら行ってきておりますが、学用品であるとか、あるいは通学用

品費など国も単価を示しているものにつきまして、各家庭の費用負担をはかりづらいもの

については国の補助単価を使用して定額で支給する方法をとっております。保護者の実負
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担額に合わせるものとしましては、修学旅行費、それからクラブ活動費、生徒会費、ＰＴ

Ａ会費、あと現在は乳幼児の医療がありますので、余り例はありませんが、医療費という

ことになります。こちらは、その保護者の方、世帯ごとに実際にかかる費用が違ってくる

ということ、年齢によっても違いますし、修学旅行のない方については支給額がないとい

うこともありますので、これらにつきましては例えばＰＴＡ会費を学校の窓口を通じて徴

収した金額、実際の保護者の負担額を調査してからお支払いするという方法にしておりま

す。 

 以上です。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 よくわかりました。せっかくこういうふうに周知をしているわけですから、

学校の先生からも当該家庭については説明があると思うのです。これはもちろんわかると

は思うのですけれども、それにしても広報を見た父兄は保護者実費負担するのかなという

不安は出てくると思います。この点の書き方について、保護者実費負担額という部分を括

弧づけで後ろのほうに書くとか、この部分については実費負担をしていただきますが、当

該科目ということもあり、援助いたしますというふうに書くとか、何かそういった方法は

ないかどうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 学校教育係長。 

〇菅野教育委員会学校教育係長 ただいまの差間議員のご質問にお答えいたします。 

 ただいま議員からご指摘ありましたように、保護者負担額と書きますととられ方によっ

ては保護者が負担するのではないかということもあろうかと思います。この辺につきまし

ては、表現の仕方をきちんと精査をしまして、正しい表現で保護者の方に伝わるように今

後改善してまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に５項１目社会教育総務費から６項４目給食セ

ンター改築事業費までの説明を求めます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 一般会計予算書の100ページから101ページをごらん願います。あわせま

して、予算説明資料の35ページをごらん願います。５項社会教育費、１目社会教育総務費、

本年度予算額4,790万7,000円、この目につきましては社会教育、文化振興及び文化財保護

並びに関係団体への事業支援、そして職員人件費に要する経費でございます。増額の主な

ものは、職員の人件費で873万円の増額という内容でございます。１節報酬については、説

明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の101ページから102ページをごらん願います。予算説明資料は35ページをごらん
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願います。２目公民館運営費、本年度予算額3,490万8,000円、この目につきましては町内

４つの公民館の管理運営と施設維持に要する経費でございます。増額の主なものは、13節

委託料で厚内公民館の管理業務を委託に出すことなどで管理業務委託料285万6,000円の

増、平成30年度以降に施行を予定している中央公民館の１階と２階トイレの改修工事実施

設計委託料により120万円の増という内容でございます。減額の主なものは、７節賃金で厚

内公民館の管理業務を委託することに伴い、187万3,000円の減、15節工事請負費は多目的

トイレ新設工事及び１階和室、研修室内装改修工事終了により1,450万円の減額という内容

でございます。１節報酬、７節賃金、13節委託料、15節工事請負費については、説明資料

に記載のとおりでございます。 

 予算書の102ページから103ページをごらん願います。予算説明資料は35ページでござい

ます。３目博物館費、本年度予算額177万6,000円、この目につきましては博物館の企画展

や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費でございます。１節報酬については、説

明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は引き続き103ページでございます。４目高齢者学級開設費、本年度予算額54万円、

この目につきましては高齢者を対象として４つの公民館ごとに開設している４寿大学の運

営費と寿大学生が一堂に会する４寿大学交流会の事業に要する経費でございます。特に説

明を加えることはございません。 

 予算書の103ページから104ページをごらん願います。予算説明資料は引き続き35ページ

でございます。５目青少年教育費、本年度予算額288万円、この目につきましては子ども会

活動奨励や少年教育に要する経費でございます。減額の主なものは、19節負担金、補助及

び交付金で洋野町からの受け入れ年度となることから、相互交流事業活動奨励補助金83万

5,000円の減額という内容でございます。13節委託料、19節負担金、補助及び交付金につい

ては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書は104ページでございます。６目家庭教育学級開設費、本年度予算額19万円、この

目につきましては浦幌小学校と上浦幌中央小学校の校下に開設されている家庭教育学級２

学級の運営に要する経費でございます。特に説明を加えることはございません。 

 予算書の104ページから105ページをごらん願います。あわせて、予算説明資料は35ペー

ジから36ページをごらん願います。７目図書館管理費、本年度予算額3,758万3,000円、こ

の目につきましては図書館の管理運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費でご

ざいます。増額の主なものは、11節需用費のうち修繕料で教育文化センターポーチ修繕な

どによる64万2,000円の増額という内容でございます。１節報酬、13節委託料、14節使用料

及び賃借料、18節備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の105ページから106ページをごらん願います。説明資料は36ページでございます。

６項保健体育費、１目社会体育総務費、本年度予算額1,406万4,000円、この目につきまし

ては社会体育事業及び関係団体への事業支援と職員人件費に要する経費でございます。１

節報酬、19節負担金、補助及び交付金については、説明資料に記載のとおりでございます。 
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 予算書の106ページから107ページをごらん願います。予算説明資料は引き続き36ページ

をごらん願います。２目社会体育施設費、本年度予算額9,350万9,000円、この目につきま

しては町民球場、アイスアリーナ、町民スケートリンク及び学校開放事業並びに指定管理

者に管理を委託しているパークゴルフ場、総合スポーツセンター、浦幌スイミングプール、

健康公園に要する経費でございます。増額の主なものは、15節工事請負費でボイラー取り

かえ工事を総合スポーツセンターに引き続きスイミングプールで施行するため70万円の

増、18節備品購入費はコードレスバイク購入費等で50万4,000円の増額という内容でござい

ます。減額の主なものは、13節委託料の指定管理委託料で実施しない保守点検などがある

ため114万2,000円の減額という内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、18節備

品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 予算書の107ページから109ページをごらん願います。予算説明資料は36ページでござい

ます。３目給食センター管理費、本年度予算額7,751万4,000円、この目につきましては学

校給食センターの管理運営及び施設維持に要する経費でございます。減額の主なものは、

13節委託料で給食センター改築事業実施設計委託業務完了による2,400万円の減額という

内容でございます。１節報酬、13節委託料については、説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 予算書の109ページをごらん願います。予算説明資料は36ページでございます。４目給食

センター改築事業費、本年度予算額８億2,781万5,000円、この目につきましては実施設計

が終了し、平成30年４月から供用開始となる新学校給食センター建設に要する経費でござ

います。予定としましては、来年２月の完成を目指しております。13節委託料、15節工事

請負費、18節備品購入費については、説明資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議願います。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 予算書101ページの公民館運営費のことでお聞きしたいと思います。 

 中央公民館除いて、ほか３地区公民館があるわけですが、事務室といいますか、通常館

長さんがいて、そこはインターネットがつながっているのかどうかお聞きしたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 社会教育係長。 

〇大泉教育委員会社会教育係長 ただいまの安藤議員の質問にお答えします。 

 各公民館、中央公民館についてはインターネットの環境が役場庁舎と一緒であります。

また、ほかの３館、吉野、厚内、上浦幌については今のところインターネットの環境につ

いてはございません。 

 以上です。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 
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〇安藤議員 各地区とも社会教育の文化だとか各種事業を行っていると思うのですけれど

も、あと生涯学習の場ということで寿大学とかいろいろやられていると思います。資料づ

くり等もあると思いますし、インターネットも必要でないかと私は思うのですが、その辺

どう思われますか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 私のほうから若干説明させていただきたいと思います。 

 来年度29年度におきまして、今ご質問ありましたように公民館に関しましてワイファイ

を設置していくという考えでございます。その中で、吉野公民館については先ほど教育の

ほうから説明がありましたようにインターネット回線の引きこみがないということでござ

いますので、それについては災害、防災のほうでインターネットの引きこみをしていきた

いというふうに考えてございます。それとあわせまして、それ以外の厚内と上につきまし

ては消防の回線が来てございますので、それを利用してワイファイ環境を整えるというと

ころまでは総務のほう、防災のほうでやっていきたいというふうに考えてございますので、

よろしくお願いします。 

〇田村議長 ４番、安藤議員。 

〇安藤議員 わかりました。パソコンも聞くところによると非常に古いと、いつのものな

のかちょっと私もわかりませんけれども、最近はウィンドウズも大分進んできまして、ワ

イファイもそうですし、使用するにはやっぱりそれなりのものが必要になってくるのかな

と思われます。それと、あとそのときにプリンターも含めて整備しないと、今まで何でこ

ういう設備がなかったのかということで、その辺がちょっと腑に落ちない面があります。

そういうことで、今後プリンターも含めて設備できるかどうかお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えをさせていただきます。 

 各公民館につきましては、古いものを使っているということは十分承知させていただい

ております。当然予算が絡む話でございますので、我慢して使っていただいている状況は

ございますが、更新をする必要性は感じておりますので、今後検討させていただきたいと

思っております。 

〇田村議長 申しわけありません。審議中でありますけれども、暫時休憩をしたいと思い

ます。 

 

午前１０時４４分  休憩 

午前１０時５０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 
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 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 ３番、差間議員。 

〇差間議員 予算書102ページ下段、博物館費に関連いたしまして質問いたします。 

 私この場で以前にお聞きしておりますが、アイヌ人骨に関連して質問いたします。北海

道大学に安置されております人骨に関しましては、裁判が大変延び延びになっておりまし

たが、いよいよ最終決着を迎えるということで、本来かなわなかった返還が裁判所の大き

なご理解のもとに今月末にも和解、決着する見通しとなっております。そこで、以前ここ

でお聞きいたしました札幌医科大学に安置されております遺骨について、以前私聞いたの

ですけれども、この場でその後どのように調査が進展したかについてお聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 ただいまの件についてお答えをしたいと思います。 

 平成25年の３月１日に私ども教育委員会、札幌医科大学と、それから北海道大学のほう

に出向きまして、この遺骨の件につきまして調査をしてまいりました。そのときのお話が

主になるのですが、これまでもご答弁したかと思いますが、当時の向こうの扱っておられ

る方のお話では、この人骨が量も非常に少ないということもございまして、よく判定がで

きないというお話でございました。それで、現段階でついごく最近ではそれがどのように

なっているかは確かには承知しておりませんけれども、返還の要望がありましたならば、

そちらのほうにお戻しをしたいというふうにそのとき伺っております。その以降について

の情報はございません。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 くどいのですけれども、もう一度申しますと、北海道大学のほうは返還で決

着しそうです。ところが、札幌医大、こちらのほうはこちらのほうから返還を申し出たら

返すということなのですけれども、こちら側から返してほしいと言うのは誰か、この点に

ついて質問いたします。未確認情報といっても、札幌医大では冊子にして保存しておりま

す。その書いている内容は、明らかに町道の拡幅工事の際に出てきた骨だと書いてあって、

しかも教育委員から預かったとはっきり書いているのです。ですから、これは人骨一つの

問題といえども、大きく教育委員会がかかわっているというふうに私理解しているのです

けれども、この理解でどうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 その件についてお答えしたいのですが、今のお話のようなことも聞いてお

りますが、私どもも札幌医科大学に行きまして、今お話あった資料についても拝見をした

ところであります。そして、ここにかかわっている人についても後日直接お話も伺いまし

たし、少し前のものですから、記憶も定かでないということもございまして、いろいろお

話は伺いましたけれども、そういう事実はないというふうな本人からのお話でありました



                                             － 15 － 

し、それから預かっています札幌医科大学のほうもそれに類する書類といいますか、その

ほかの書類についてはございませんで、関係した人の名前はありましたが、そこも追跡調

査を国立民族博物館のほうにも問い合わせをいたしましたけれども、そういう事実はない

というふうに私たちはお話を伺っております。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 そういうことではあっても、今私がここで質問いたしますのは、この人骨に

ついて当浦幌町に返してほしいという申し出は教育委員会のほうからはできるのかできな

いのか、お聞きいたします。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 お答えをいたします。 

 まず、その人骨が確かに浦幌町からでたものであるということが明確にならない限り、

こちらのほうからそれを要求する、請求していくということにはならない。その立場には

ないというふうに考えております。加えて申し上げますと、そのときの資料、メモ編がご

ざいました。そのメモ編を見ますと、具体名が出ますので申し上げられませんが、何々持

参というふうに付記されておりました。その人の名前は、当然浦幌町の教育委員会でもご

ざいませんし、町民の方でもございませんということで、確かに浦幌町から行ったものだ

という確証は得られませんので、こちらのほうからお戻しくださいと言う立場にはないと

いうことを申し添えさせていただきます。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 加えてご質問いたします。 

 私北海道大学との間は、これは弁護士を通じてですが、返還をいただくということで話

し合いが進んで、先ほども申しましたように、この３月の末にも結審をする段階まで来て

おります。そのときに、あわせて札幌医大には、そういう事態になったら私は札幌医大に

対してこの人骨を返還いただくように申し出るつもりです。向こうもそのように待ってお

ります。それで、ここからなのですけれども、今教育長からご回答ありましたように、教

育委員会が本当に関係しているのかどうかといった内容は、実は私が札幌医大からいただ

いた資料を見てもはっきりしておりません。ただ、その当時の博物館の学芸員が私の記憶

では、彼が書いていることですよ、私の記憶ではあのときだったかなと、小さな人骨であ

ったので、子どもの骨かなという記憶はありましたと。これは、明らかに博物館の学芸員

の方がその当時は認識していたと、これははっきり言ってよろしいかと思います。私たち

もこの浦幌町に住んでいる住民でありまして、私たちの先祖の骨を何とか自分たちの住ん

でいるところに人骨をおさめたい。先祖に安らかな眠りに入っていただきたいという思い

で私は行動しているのですけれども、浦幌町教育委員会としてこの点について、私の言う

ことがもし的外れであるようでしたら、もう少し詳しく調査して、できれば早急にはっき

りと教育委員会としてこの件について見解を述べてほしいと思います。この点については
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どうでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 25年に調査いたしましたときに、それを担当されています専門家の方から

も直接お話を伺っておりますが、この頭蓋骨が本当にアイヌの方の人骨なのかどうかは特

定できないというふうにおっしゃっておりました。そしてまた、先ほど名前出た教育委員

会ということでありますが、私もその書面も見ましたけれども、公式なもので出されたも

のではなくて、私信のようなものでございました。それもご本人に確認をとりましたとこ

ろ、その記憶はないということでございますので、その当時の段階で私どもは浦幌町から

間違いなく行ったものだということが確証がありましたならば次の動きようもあろうかと

思いますけれども、その段階では特定できないということでありますので、現段階におき

ましてもそのような動きはできないというふうに考えております。 

〇田村議長 ３番、差間議員。 

〇差間議員 アイヌ人骨の出自調査報告、これに浦幌町十勝太と書いてありまして、最後

に浦幌町教育委員会の方に問い合わせ、土取り、遺跡の発掘の際出たものではなく、十勝

太地区の町道拡幅工事の折に発見されたとのこと、札幌医科大学講師であった山口敏氏に

譲ったものと思われると書いてあります。札幌医大ではすぐ返すと言っております。何と

かこの人骨について調査することを私要求いたしまして、この場での質問を終わらせたい

と思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 お答えをいたします。 

 議員おっしゃられるように、本当にこれがアイヌの方の骨であるということで、しかも

浦幌町から行ったものだということが確定した場合には当然今議員がおっしゃられたとお

りになると思うのですが、現段階では、繰り返しになりますが、特定ができないと、誰が

持ち込んだものかわからないと。そして、そのメモの下に、私も見てまいりましたけれど

も、何々大学何々の何々氏持参と書かれておりました。したがいまして、その方にも追跡

調査をいたしましたけれども、そういう事実はないということでございますので、現段階

ではこれ以上調査をしてはっきりさせるという資料と状況にはないというふうに考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 予算書の106ページから107ページ、社会体育施設費、その中の工事請負費に

関連することなのですけれども、スイミングプールでございますけれども、利用時間ちょ

っと教えていただきたいのと使用されている方々の人数がある程度わかれば、教えていた

だきたい。 

〇田村議長 答弁願います。 
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 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまの二瓶議員のご質問についてご説明をさせていただきたい

と思います。 

 スイミングプールのボイラーにつきましては、開設当時から設置をされているボイラー

でございます。現在の燃焼時間、平成28年５月の点検時の関係でございますが、燃焼時間

が１万5,840時間というふうに保守点検業者のほうから賜っております。 

 以上です。 

（何事か声あり） 

〇高橋教育次長補佐 失礼いたしました。 

 訂正させていただきます。スイミングプールにつきましては、午後１時から９時までの

開館時間になっております。スイミングプールの利用人数につきましては、平成28年度、

4,863名の利用人数でございます。 

〇田村議長 ５番、二瓶議員。 

〇二瓶議員 約5,000人に近い利用者がいる中で、期間も限られていると思われるわけでご

ざいますけれども、期間については定められた期間の中で終わっている状態なのでござい

ますけれども、当然その中では将来ある子どもたちも一生懸命体力づくりに使われている

と思いますので、その期間の延長等も今後考えられるのかどうか伺っておきたいと思いま

す。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長補佐。 

〇高橋教育次長補佐 ただいまのご質問でございます。 

 現在のところ非常に利用者が、期間が８月、９月になると非常に利用者が減るというよ

うな現象も今のところはございます。それによっては維持費も加算されるというふうに考

えておりますので、現在のところ期間の延長については考えていない状況でございます。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳出の審議を終了させていただきます。 

 ここで説明員の入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０７分  休憩 

午前１１時１１分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 これより歳入の審議を行います。 

 初めに、３月10日に説明を受けた第３表、地方債までの質疑を許します。質疑はありま

せんか。 
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（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、次に１款町税から12款使用料及び手数料までの説

明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 予算書の12ページをお開き願います。あわせまして、説明資料は２ペー

ジをごらん願います。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額２億85万

円、現年度課税分は平成27年収入に基づく平成28年度課税標準額をもとに減額算定をして

ございます。 

 ２目法人、本年度予算額2,723万3,000円、現年度課税分は149法人に係るものでございま

す。 

 ２項１目固定資産税、本年度予算額２億9,457万6,000円、現年度課税分では家屋、償却

資産の増額を見込んでいるところでございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額86万9,000円、北海道が所有する固定資

産の貸付資産に対する固定資産税相当分として市町村に交付されるものでございます。 

 ３項１目軽自動車税、本年度予算額1,518万2,000円、原動機付自転車を初めとする４種

類に係るものでございます。内訳につきましては、説明資料２ページ、３ページに記載の

とおりでございます。 

 ４項１目町たばこ税、本年度予算額3,901万9,000円、現年度課税分は紙巻きたばこ及び

旧３級品紙巻きたばこで昨年より50万本減で算定してございます。内訳につきましては、

説明資料３ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。５項１目入湯税、本年度予算額177万8,000円、この科目

は留真温泉における中学生以上の日帰り入浴者２万5,400人分を前年度と同様見込んでい

る内容でございます。 

〇大山総務課長 引き続き予算書の13ページをごらん願います。あわせまして、予算説明

資料につきましては３ページをごらん願います。２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲

与税、本年度予算額2,600万円、内容につきましては説明資料３ページに記載しております

ので、ごらんおきを願います。 

 ２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額6,250万円、内容につきましては説明資料３ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目利子割交付金、本年度予算額40万円、内容につきましては説明資料４ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ４款１項１目配当割交付金、本年度予算額100万円、内容につきましては説明資料４ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額90万円、内容につきましては説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。６款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額8,000万円、



                                             － 19 － 

内容につきましては説明資料４ページに記載のとおりでございます。 

 ７款１項１目自動車取得税交付金、本年度予算額1,200万円、内容につきましては説明資

料４ページに記載のとおりでございます。 

 ８款１項１目地方特例交付金、本年度予算額50万円、内容につきましては説明資料４ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ９款１項１目地方交付税、本年度予算額31億5,000万円、内容につきましては普通交付税

１億3,000万円の減額の内容でございます。 

 10款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額80万円、内容につきましては説明

資料４ページに記載のとおりでございます。 

 11款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金、本年度予算額1,422万円、

減額につきましては合流地区担い手育成型畑総整備事業受益者分担金で3,930万4,000円の

減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料４ページに記載のとおりでござ

います。 

 ２項負担金、１目民生費負担金、本年度予算額１億1,767万4,000円、１節社会福祉費負

担金、２節児童福祉費負担金、４節老人福祉施設費負担金、５節老人保護措置費負担金に

つきましては説明資料４ページ、５ページに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費負担金、本年度予算額50万円、内容につきましては説明資料５ページに記載

のとおりでございます。 

 ３目農林水産業費負担金、本年度予算額676万7,000円、内容につきましては説明資料５

ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費負担金、本年度予算額1,890万1,000円、減額の主なものにつきましては１節

教育費負担金で32万7,000円の減額内容でございます。内容につきましては、説明資料５ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。12款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、

本年度予算額119万2,000円、１節行政財産使用料、２節地域会館使用料につきましては説

明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生使用料、本年度予算額2,909万8,000円、増額の主なものにつきましては３節介

護サービス使用料で57万6,000円の増額の内容でございます。１節社会福祉使用料から３節

介護サービス使用料につきましては、説明資料５ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生使用料、本年度予算額50万4,000円、内容につきましては説明資料６ページに記

載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額８万円、内容につきましては説明資料６ページに

記載のとおりでございます。 

 ５目土木使用料、本年度予算額7,841万6,000円、減額の主なものにつきましては１節公

営住宅使用料で240万円の減、２節改良住宅使用料で360万円の減額の内容でございます。

１節公営住宅使用料から４節公営住宅等駐車場使用料、６節道路河川使用料につきまして
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は、説明資料６ページに記載のとおりでございます。 

 ６目教育使用料、本年度予算額312万8,000円、１節幼稚園保育使用料、３節社会教育使

用料、４節保健体育使用料につきましては説明資料６ページに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額270万円、内容につきましては説明資料６ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額793万5,000円、１節衛生手数料、２節清掃手数料につき

ましては説明資料７ページに記載のとおりでございます。 

 ３目農林水産業手数料、本年度予算額7,000円、内容につきましては説明資料７ページに

記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。４目教育手数料、本年度予算額1,000円。 

 以上で手数料までの説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い

します。 

〇田村議長 審議中でございますけれども、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時２１分  休憩 

午前１１時２２分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑がないようですので、ここで説明員が退席しますので、暫時休憩いたし

ます。 

 

午前１１時２３分  休憩 

午前１１時２３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 次に、13款国庫支出金から20款町債までの説明を求めます。 

 総務課長。 

〇大山総務課長 予算書18ページをごらん願います。あわせまして、説明資料につきまし

ては７ページをごらん願います。13款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担

金、本年度予算額１億4,451万7,000円、増額の主なものにつきましては１節障害者福祉費

国庫負担金で障害介護給付費国庫負担金349万3,000円、自立支援医療給付費国庫負担270万

円の増額の内容です。減額の主なものにつきましては、３節児童福祉費国庫負担金で児童

手当国庫負担金404万円の減額の内容でございます。１節障害者福祉費国庫負担金から４節

介護保険事業低所得者保険料軽減国庫負担金につきましては、説明資料７ページ、８ペー
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ジに記載のとおりでございます。 

 ２目衛生費国庫負担金、本年度予算額22万8,000円、１節保健事業国庫負担金、２節保健

衛生費国庫負担金につきましては説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額1,033万4,000円、１節総務費補

助金で地方創生交付金715万4,000円の増、平成28年度で完了いたしました社会保障・税番

号制度システム整備費補助金304万8,000円の減額内容でございます。内容につきましては、

説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費国庫補助金、本年度予算額2,286万9,000円、減額の主なものにつきましては

１節社会福祉費補助金で支給対象者、支給額の変更により813万円の減額内容です。１節社

会福祉費補助金から３節児童福祉費補助金につきましては、説明資料８ページに記載のと

おりでございます。 

 ３目土木費国庫補助金、本年度予算額３億765万5,000円、社会資本整備総合交付金にお

きまして地域活力基盤創造交付金で399万円の増、除雪機械整備事業補助金で1,190万円の

減、地域住宅交付金で1,355万円の減額の内容でございます。内容につきましては、説明資

料８ページに記載のとおりでございます。 

 ４目教育費国庫補助金、本年度予算額4,120万1,000円、増額の主なものにつきましては

学校施設環境改善交付金4,110万7,000円の増額の内容でございます。内容につきましては、

説明資料８ページに記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額15万1,000円。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額134万5,000円 

 ３目土木費委託金、本年度予算額530万円、内容につきましては説明資料８ページに記載

のとおりでございます。 

 14款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金、本年度予算額2,200万9,000円、地

籍調査事業道負担金406万1,000円の減額の内容でございます。説明資料につきましては８

ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。民生費道負担金、本年度予算額9,506万7,000円、増額の

主なものにつきましては２節障害者福祉費道負担金で障害介護給付費道負担金174万

7,000円の増、自立支援医療給付費道負担金135万円の増、減額の主なものにつきましては

３節国民健康保険事業保険基盤安定道負担金262万4,000円の減、５節児童福祉費道負担金

で児童手当道負担金80万円の減額の内容でございます。１節社会福祉費道負担金から６節

介護保険事業低所得者保険料軽減道負担金につきましては、説明資料９ページに記載のと

おりでございます。 

 ３目衛生費道負担金、本年度予算額18万2,000円、１節保健事業道負担金、２節保健衛生

費道負担金につきましては説明資料９ページに記載のとおりでございます。 

 ２項道補助金、１目総務費道補助金、本年度予算額129万円、内容につきましては説明資

料９ページに記載のとおりでございます。 
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 ２目民生費道補助金、本年度予算額1,035万3,000円、１節社会福祉費補助金から３節老

人福祉費補助金につきましては説明資料９ページ、10ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生費道補助金、本年度予算額321万8,000円、内容につきましては説明資料10ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ４目農林水産業費道補助金、本年度予算額１億2,560万6,000円、増額の主なものにつき

ましては１節農業費補助金で環境保全型農業直接支援対策事業補助金592万5,000円の増、

浦幌地区基幹水利施設管理事業補助金794万3,000円の増、農業競争力強化基盤整備事業補

助金1,197万円の増、多面的機能支払事業補助金1,465万6,000円の増。次のページをごらん

願います。２節林業費補助金で林道上出沢線開設事業補助金459万円の増、３節水産業費補

助金で北海道沿岸漂着物等地域対策推進事業補助金120万円の増額の内容でございます。１

節農業費補助金から３節水産業費補助金につきましては、説明資料10ページ、11ページに

記載のとおりでございます。 

 ３項委託金、１目総務費委託金、本年度予算額701万6,000円、減額の主なものにつきま

しては１節総務費委託金で平成28年度で完了いたしました道道直別共栄線改良事業支障物

件移設補償委託金500万円の減、選挙費委託金の合計で771万9,000円の減額内容でございま

す。２節徴税費委託金から３節統計調査費委託金につきましては、説明資料11ページに記

載のとおりでございます。 

 ２目衛生費委託金、本年度予算額１万5,000円。 

 ３目農林水産業費委託金、本年度予算額1,362万6,000円、増額の主なものにつきまして

は１節農業費委託金で中山間地域等直接支払交付金68万8,000円の増額の内容でございま

す。内容につきましては、説明資料11ページに記載のとおりでございます。 

 ４目商工費委託金、本年度予算額1,000円。 

 ５目土木費委託金、本年度予算額307万1,000円、内容につきましては説明資料11ページ

に記載のとおりでございます。 

 15款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額5,294万7,000円、

増額の主なものにつきましては２節教員住宅貸付収入で58万5,000円の増、５節情報通信基

盤設備貸付収入で87万4,000円の増額の内容でございます。減額の主なものにつきまして

は、１節土地建物貸付収入で54万5,000円の減額の内容でございます。１節土地建物貸付収

入から６節消防職員住宅貸付収入につきましては、説明資料11ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 次のページをごらん願います。２目利子及び配当金、本年度予算額289万4,000円。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,000円。 

 ２目物品売払収入、本年度予算額130万2,000円、内容につきましては説明資料11ページ

に記載のとおりでございます。 

 16款１項寄附金、１目一般寄附金、本年度予算額1,000円。 

 ２目指定寄附金、本年度予算額9,000万1,000円、２節ふるさとづくり寄附金につきまし
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ては3,000万円の減額で、説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 17款繰入金、１項他会計繰入金、１目後期高齢者医療特別会計繰入金、本年度予算額

1,000円。 

 ２目介護保険特別会計繰入金、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額４億1,248万8,000円、増額の主なものにつきまして

は財政調整基金繰入金２億2,600万円の増、地域振興基金繰入金580万円の増、減額につき

ましてはふるさとづくり基金繰入金2,328万8,000円の減、酪農ヘルパー対策事業基金繰入

金88万2,000円の減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページに記載

のとおりでございます。 

 18款１項１目繰越金、本年度予算額100万円。 

 19款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額20万円。 

 ２目加算金、本年度予算額1,000円。 

 ３目過料、本年度予算額1,000円。 

 ２項１目町預金利子、本年度予算額10万円。 

 ３項貸付金元利収入、１目中小企業融資貸付金元金収入、本年度予算額１億1,000万円、

内容につきましては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目ウタリ住宅改良資金貸付金元利収入、本年度予算額34万円。 

 次のページをごらん願います。３目介護経営貸付金元金収入、本年度予算額200万円、内

容につきましては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ４目株式会社ユーエム貸付金元金収入、本年度予算額65万円、内容につきましては説明

資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ５目医療技術者等養成修学資金貸付金元金収入、本年度予算額126万円、内容につきまし

ては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、本年度予算額372万4,000円、内容につき

ましては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目民生費受託事業収入、本年度予算額36万1,000円、内容につきましては説明資料12ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 ３目農業費受託事業収入、本年度予算額10万円。 

 ５項１目雑入、本年度予算額603万3,000円、２節雑入、３節医療費等交付金につきまし

ては説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ２目過年度収入、本年度予算額１万円。 

 20款１項町債、１目総務債、本年度予算額１億8,150万円、増額の主なものにつきまして

はうらほろスタイル推進事業債300万円の増、減額の主なものにつきましては臨時財政対策

債3,000万円の減、移住・交流・若者の定住促進対策事業債570万円の減、地域公共交通確

保事業債1,370万円の減額の内容でございます。内容につきましては、説明資料12ページに

記載のとおりでございます。 
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 ２目民生債、本年度予算額3,530万円、増額の主なものにつきましては２節老人福祉債で

介護事業運営補助事業債1,370万円の増額の内容でございます。１節児童福祉債、２節老人

福祉債につきましては、説明資料12ページに記載のとおりでございます。 

 ３目衛生債、本年度予算額3,710万円、増額の主なものにつきましては２節清掃債で汚水

処理施設共同整備事業債930万円、塵芥処理車購入事業債で1,530万円の増額でございます。

減額につきましては、１節保健衛生債で医療費無料化事業債110万円の減のほか、前年度対

比2,520万円の減額の内容でございます。１節保健衛生債、２節清掃債につきましては、説

明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 次のページをごらん願います。４目労働債、本年度予算額240万円、内容につきましては

説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 ５目農林水産業債、本年度予算額3,530万円、１節農業債で合流地区担い手育成型畑地帯

総合整備事業債1,010万円の増、２節林業債で林道上出沢線開設事業債440万円の増額の内

容でございます。内容につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 ６目土木債、本年度予算額１億4,670万円、増額の主なものにつきましては１節道路橋梁

債で老朽化対策事業債900万円の増、減額の主なものにつきましては１節道路橋梁債で除雪

機械購入事業債600万円の減、２節住宅債で住宅リフォーム補助事業債300万円の減、３節

公営住宅建設事業債2,050万円の減額の内容でございます。１節道路橋梁債から３節公営住

宅建設事業債につきましては、説明資料13ページに記載のとおりでございます。 

 ７目消防債、本年度予算額1,250万円、１節消防債で防災拠点施設整備等事業債690万円

の増、消防車両購入事業債3,170万円の減額の内容で、内容につきましては説明資料13ペー

ジに記載のとおりでございます。 

 ８目教育債、本年度予算額７億9,000万円、１節中学校債でスクールバス購入事業債で

2,500万円の増、学校給食費補助事業債250万円の減、２節保健体育債で給食センター改築

事業債７億2,700万円の増、内容につきましてはそれぞれ説明資料13ページに記載のとおり

でございます。 

 以上で歳入の予算の説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い

します。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 以上で歳入の審議を終了いたします。 

 ここで議案第25号 平成29年度浦幌町一般会計予算全体を通じての質疑を受けたいと思

います。質疑はありませんか。 

 ８番、河内議員。 

〇河内議員 総括ということでもないわけですけれども、今回の予算を見て今後考えてい

ただきたいということで、行政区への補助ということで、このことについてはずっと同じ

金額が計上されてきていると認識しておりますが、どうしてかといいますと、介護保険制
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度も改正されて、この中で地域のボランティア、そしていろいろな団体含めてこのことに

ついて包括支援事業について対応していかなければならない。その中で行政区のこれに対

する取り組みということも当然うたわれている中で、対応していかなければならない。そ

の中で、私はこういったことの考え方、それと自主防災組織、このことについても行政区

で対応を図っていかなければならない。これらを考えたときに、行政区への協力というこ

とを要請するということの中で、行政区への補助というものも今までの考え方ということ

ではなくて、そういったものを行政区に担ってもらうということでの考え方で行政区への

補助的なものも考えていったほうが、当然基礎にはボランティアということでの考え方は

あると思いますけれども、この事業というものを実効性のあるもの、具体性のあるものに

していくためにはそういったものも考えていかなければならないと考えますけれども、そ

の点についていかがでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問に関しまして答弁させていただきます。 

 ただいまご質問ありました行政区への補助ということで、現在は行政区振興補助金とい

うことでそれぞれの行政区に年度初めに補助金を交付しているという状況になっておりま

す。それぞれこの規則に基づきます目的なのですけれども、生活の合理化とか、青少年の

健全育成、そして各行政区におきます生産の伸長ということに基づきましてこれまで交付

を行ってきているところでございます。内容につきましては、予算の範囲の中になります

けれども、均等割の部分と戸数割の部分ということで行っておりまして、河内議員がおっ

しゃるとおり、平成17年度以降補助金につきましてはほぼ同じような形で進んでおります。

中では平成19年と平成20年に14行政区を対象に合併を行いましたので、合併をした行政区

につきましては特別枠ということで交付をしてまいりましたけれども、基本的には同じ額

で交付しているという状況になっています。ただいまご質問にありました結論的なことは

具体的なものは申し上げられないのですけれども、確かに自主防災組織とか、そういった

のも各行政区で担っていただきたいということでは町からもお願いしておりますので、そ

れに関しては振興補助金とは別な形で考えられるものではないかというふうには考えると

ころでございます。また、いろいろな地域づくり事業ということになりますと、この振興

補助金のほかに各団体や行政区が一行政区だけではなくて幾つかの行政区の中で統一的に

取り組む事業としては、笑顔輝く地域づくり推進事業、これはソフト事業になりますけれ

ども、平成22年度から取り組んでいる事業等もございますので、できればそういった事業

も行政区やそういった中で取り組んでいただければというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 私の発言に対しまして整理をしていただきました。確かに今ご説明いただい
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たとおりです。私はそのことを踏まえた中で、今後行政区に対する考え方、これは政策的

なものになっていくと思うのです。行政区への振興補助金という名目にはならないかもし

れませんけれども、行政区への補助を一つの取り組みの切り口として考えていく必要があ

るということで、その辺の考え方についてお伺いしたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にかかわって私のほうからお答えさせていただきます。 

 先ほど担当の課長のほうからも説明ございました。笑顔輝く地域づくり推進事業補助金

ということで、このことについては100％の補助ということで、限度額はございますけれど

も、この事業をもって各行政区にも自主防災にかかわっては、もし必要な機材等が発生す

るのであれば、この補助金も使えますといった意味合いは各行政区をお回りした中で説明

をしてきている経過ございます。そんな中で、またこれは自主防災にかかわらず、公共的

なものとして行政区で何かしら事業として行うことであれば、この補助金も使えますとい

うことも含めて説明させていただいてきておりますので、この事業についてはまた再度、

年度当初からこの事業ありますということで周知は行っておりますけれども、さらにこの

補助金の活用という部分も含めて行政区、また町民の皆様に周知を図ってまいりたいと思

っておりますので、この事業について推進を図りたいという考えでございます。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 今笑顔輝く推進事業の説明がございましたけれども、私は介護保険の包括支

援事業、それらの中に行政区の努力もなければやっていけない。自主防災もしかりです。

その辺のことをきっちり町民の方に理解してもらう、そういうことのためにも私はぜひ今

と違った発想のもとで考えていただきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 町長。 

〇水澤町長 河内議員の行政区振興補助金の増額ということで、基本的な考え方という話

をされました。今課長、また副町長からお話ししたとおり、それぞれ行政区で行う事業に

ついては、それぞれ別個な事業を持って、それで行っていただいているというのが現状で

あります。前にも特別報酬の見直しのときにいろんなそういう方針の見直しをしたらどう

だという議会からの提案もありまして、それぞれ見直しを行ってきたところであります。

そういう中で、今行政区の振興補助金ということになりますと、より具体的な部分がもし

あるのであれば、それは町として行政として対応していく必要があるだろうというふうに

思いますけれども、個別の行政区で何かをやるとかいう事業に対する制度というのは町と

して行政としては設けているというふうに認識しております。そういう面で、ただこの振

興補助金だけの増額をする必要性があるのかどうかということについてはいかがなものか

というふうに思っているところであります。そこは河内議員と考え方が、確かに行政区に

対するお願い事というのはあります。そういう面では行政区長さんの報酬も引き上げさせ
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ていただきましたけれども、いろんな部分についてこれからお願いすることも多々あると

思いますけれども、これはそれぞれの必要性に応じて事業として取り組んでいく必要が逆

に言えば行政としてあるだろうというふうに思っています。ただ単に振興補助金を引き上

げることがいいことかどうかというのは、行政としては今の段階では言えないということ

でありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇田村議長 ８番、河内議員。 

〇河内議員 私がちょっと言葉足らずだったのかもしれませんけれども、行政区振興補助

金ということに私はこだわってはおりません。行政区への補助ということで考えていただ

きたいということでございますので、今後検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私は、浦幌町の教育行政の中のスポーツのことをお伺いしたいと思います。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条、教育委員会の職務権限では、スポー

ツに関することについては市町村において教育委員会が管理し、執行するとなっておりま

す。執行方針のことを言うわけではありませんが、今まで入っていた文言が29年度では入

っていない。ということは、27年度の教育執行方針の方には総合型地域スポーツクラブの

設立についてということで、執行方針でスポーツクラブ設立準備委員会のさらなる充実を

図ってまいりますということで述べられておりました。そして、社会教育中期計画、平成

28年度から32年度の中にもこのことがうたわれております。それと、浦幌町教育振興基本

計画の26年度から30年度、この中にも総合型地域スポーツクラブの設置、普及を進めてい

く必要があるので、設置、普及を初め、生涯スポーツの施策を一体的に進めてまいります

ということで、30年度までということになっております。この件について今年度の執行方

針からはすっぽりと抜けておりまして、今後オリンピックも含めて、浦幌町の子どもたち

にも何か夢のあるスポーツの行政のことが将来にわたって執行されるような状態になるか

ならないかということをお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましてお答えをさせていただきます。 

 確かに執行方針の文言には出ておりませんけれども、決して後退しているということで

はございません。現段階におきましても設立の準備という段階でございまして、中心的な

組織といいますか、進めていただく団体の方を中心に進めている状況ではございますが、

ただ現段階におきましては、平成30年度という目標はございますけれども、町が主体とな

って進める組織ではございません。地域の住民の方が自主的に、また主体的に運営をして

いただくという組織でございますので、その中心となる方々が広がっていくということを

期待して準備を進めて、またいろいろな働きかけをさせていただいているのは事実なので

すけれども、なかなかそれが広がっていかないという現実もございます。という状況でご
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ざいますが、決して諦めているということではなく、粘り強く進めておりますので、後退

しているということではございません。 

 以上でございます。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 

〇福原議員 私は平成26年３月にこのことで一般質問をしております。いろいろとこのと

きもご答弁をいただきましたが、このときも粛々と進めておりますということで、いつま

でにという限定されたものはなかったのですが、教育基本計画の中にもしっかりとうたわ

れていまして、指導は教育委員会という、行政のスポーツ行政の仕組みの中にもはっきり

とうたわれております。今進めていらっしゃるということですが、具体的にどのような形

で進めていっているかお聞きしておきたいと思います。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 福原議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 現在、その当時からもそうであったかもしれませんが、大人向けに対しましてはノルデ

ィックウオーキング、それからクロスカントリー同好会等を中心に準備委員を立ち上げて

おりまして、定例的にこれを行っております。また、状態に応じては講師の方を招聘して

進めているところであります。また、子どもたちに対しましては、スポーツセンターを中

心にランニング教室、あるいは社会人に対しましても、体を鍛えるトレーニング室ござい

ますので、それを積極的に使っていく講座等を進めているところであります。 

 26年の３月にそういうご質問いただいたのは、私もしっかり記憶しております。総合型

のスポーツクラブ、これを立ち上げていく、現段階では準備委員の段階で、まだなかなか

脱していかないわけでありますが、町民の皆さんが自主的にこういう活動をできるように

教育委員会がサポートしていくというスタンスをとっておりまして、時間はかかっており

ますけれども、私は着々と進んでいっているなと思います。その成果としまして、例えば

私たちの町は大変スポーツが盛んなところでありまして、毎年体力、それから運動能力の

テストというのを全国版でやっております。これは小学５年生と中学２年生でありますが、

この成果を見ましても平成28年度の成果はほぼ、８種目あるのですけれども、全道平均は

もとより全国平均を超える運動能力を維持しております。そういうことで、学校教育にお

いてもこれを連動させていくということで１つ成果があらわれてきているのかなと思いま

す。 

 いずれにしましても、方針の中に総合型スポーツクラブが抜けているので、そういうご

疑問を持たれたのかと思いますけれども、決してそれを軽視しているものではなくて、継

続して、しかも地域住民の皆さんが主体的にスポーツをしていくという、そういう機運づ

くりを全面的にバックアップしていくという考えでおりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

〇田村議長 ６番、福原議員。 
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〇福原議員 いろいろと中期計画の中にも、総合型地域スポーツクラブについては実現す

るにはさまざまな問題があると思うので、より研究が必要ではないかというふうに書かれ

ております。それで、問題があるということは、今教育長がおっしゃったようなことでな

かなか浸透していかないということも含まれますが、26、27、28、29年度に向けてもう３

年以上たって、国、文科省から出ていた補助金もなくなりました。そういったことで、す

ぐに情報を把握しながらこういったものを速やかに町民のために、それから子どもたちの

ためにも、せっかく日本でオリンピックが開催されるということでありますので、そうい

ったことも考えながら、せめて29年度にはきちっとした形にしていただきたいというふう

に思っております。 

〇田村議長 答弁願います。 

 教育長。 

〇久門教育長 おっしゃるとおりだと考えております。何を進めるにおきましても、町民

の皆さんお一人お一人がいかに当事者意識を持ってみずからそこに参画をしていくかとい

う、このことがいろいろな課題の中では大きなものでございます。これは、小中一貫コミ

ュニティ・スクールもそうでありますし、うらスタも同じであります。しかし、そういう

いろいろな課題はありつつも、町民の皆さんが当事者意識を持って参画していただく。毎

号広報紙にも啓発しておりますし、いついつにノルディックウオーキングやりますとかと

毎月載せておりますが、町民の皆さんもホームページも見ていただいているとは思うので

すが、参加者が思ったほど進んでいないというのも現状でございます。私どもも含めて一

人一人が当事者意識を持ってスポーツに参加をしていただくと、そこから進めていかなけ

ればならないと、このように考えておりますし、ご指摘のとおりだと思っておりますので、

努力をさせていただきます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 それぞれ総括ということでお話をされているところなのですけれども、コミュ

ニティバスの運行のことについてちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、コ

ミュニティバスにつきましては今年１月４日から稼働がスタートしたわけでございます。

非常にコミュニティバスは車体が低くて、乗りおりが非常に楽で大変いいバスであるなと

いうふうに思っているところなのですけれども、今年もそうなのですけれども、降雪が10セ

ンチ以下の場合でも車高が低いために患者さんの輸送時期に走れなく、目的地まで行けな

いという話を聞いているのです。この辺のことをちょっと確認したいのですけれども、行

政のほうもお話は聞かれていると思いますし、もう一点、患者さんが待っていても来ない

ときが何度かあったということも聞いているのですけれども、この辺はちょっと確認をさ

せていただきたいなというふうに思いますけれども。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 ただいまのご質問にお答えします。 
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 森議員からご質問があったとおり、今回導入しましたコミュニティバスにつきましては、

低床バスということで、ふだんフラットな状態なものですから、乗りおりに関しては非常

に高齢の方も乗りやすいという形では好評を得ているのですけれども、雪が降った場合、

場所によっては除雪がまだ終わっていないとか、そういった状況の中で一部入れなくて、

こちらまで、市街地まで輸送できなかったということはございました。 

 以上でございます。 

〇田村議長 10番、森議員。 

〇森議員 今年の場合はもう雪というのは降ってほしくないのですけれども、今後10セン

チ降るときも、患者さんのほうの送迎ができないときであれば、運転手さんのほうから患

者さんのほうに連絡をとり合ったりして、公用車か何かで迎えに行っていただくような、

そういう体制も私は必要だと思うのですけれども、せっかくいいバス入れましても、舗装

ばかりでないところもありますし、また砂利道もあります。また、そういう心配では降雪

の場合だとかありますので、そういう面では十分に考慮していただきたいなというふうに

思っているところであります。 

 以上です。 

〇田村議長 答弁願います。 

 まちづくり政策課長。 

〇山本まちづくり政策課長 これまでも患者輸送バスとして運行していたときも、幹線道

路からご自宅まで入るような箇所が何カ所かありまして、その場合でも、もともとのバス

でもやはり降雪で入れない場合もあったわけなのですけれども、今回は車両が低くなった

ためによりそういったものがあるということでは聞いております。もともとの運転手と同

じ者が行っておりますので、そういったところの状況も把握しておりまして、何かの場合

は連絡いただくということにはなっていたわけなのですけれども、今議員からご指摘のあ

ったようなことがこの１月から運行した中であったということは押さえ切れていなかった

部分でございますけれども、降雪以外でも場所によりましては３月から４月にかけて、し

ばれが抜けた中で条件の悪い道路等がございます。今回もそういった中で一部の方からご

相談いただいているのですけれども、連絡を受けて町でその方を迎えに行くということも

なかなか難しいと判断したものですから、そこに関しましては地域の方々のご協力をいた

だきながら、幹線道路までコミュニティバスは行くものですから、そこまで地域の方にそ

ちらの方を運んできていただいて、そこからコミュニティバスに乗っていただくというよ

うなことで一部対応している場所もありますけれども、総体的にはいろいろな部分で課題

とか、これからに向けの問題的なものも出されておりますので、そういったものを総括し

ながら対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わりたいと思います。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第25号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りをいたします。ここで暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０６分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けたいと思います。 

 

    ◎発言の訂正 

〇田村議長 ここで教育委員会教育次長から発言の申し出がありましたので、これを許し

ます。 

 教育次長。 

〇鈴木教育次長 貴重な時間の中、議長のお許しをいただきましたので、発言をさせてい

ただきます。 

 午前中の審議におきまして二瓶議員からございました浦幌スイミングプールの開館時間

についての質問に対し、午後１時から午後９時と答弁をさせていただきましたが、午後２

時から午後９時の間違いでございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 以後このようなことのないよう緊張感を持って答弁をさせていただきます。大変申しわ

けございませんでした。 

〇田村議長 ただいま教育委員会教育次長から発言の訂正について報告をされました。 

 したがって、この申し出は本会議の記録に残りますので、これをもって了承いただきた

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇田村議長 異議なしと認めます。 



                                             － 32 － 

 よって、議案第26号から審議に入っていきたいと思います。 

 

    ◎日程第４ 議案第２６号 

〇田村議長 日程第４、議案第26号 平成29年度浦幌町町有林野特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 産業課長。 

〇岡崎産業課長 それでは、浦幌町町有林野特別会計予算書の１ページをごらん願います。

あわせまして、町有林野特別会計予算説明資料39ページから41ページのほうをごらんくだ

さい。 

 議案第26号 平成29年度浦幌町町有林野特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の町有林野特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億2,930万1,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 この町有林野特別会計につきましては、制限林を含めまして町有林3,944ヘクタールの管

理、造成を行うための特別会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 ４ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１の総括は、説明を省略させ

ていただきます。 

 それでは、６ページをごらん願います。２、歳入、１款道支出金、１項道補助金、１目

造林補助、本年度予算額6,298万3,000円、この目につきましては町有林の施業に係る植栽、

下草刈り、間伐、地ごしらえ、野そ駆除などに対する道補助金でございます。１節造林補

助は、造林事業量10.82ヘクタール、316万7,000円の増加、林業専用道開設事業5,000万円

の減額の内容でございます。１節造林補助、２節野そ駆除補助につきましては、予算説明

資料40ページをごらん願います。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、本年度予算額41万4,000円、この

目につきましては北海道電力ほかに対する町有林の土地貸付料でございます。 

 ２目利子及び配当金、本年度予算額10万円、この目につきましては町有林野事業基金に

係る利子でございます。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入、本年度予算額1,575万4,000円、この目につき

ましては相川団地ほかの町有林29.92ヘクタールの皆伐による立木売り払い代金でござい

ます。１節立木売払収入は、材積数2,593立方メートルの減により992万6,000円の減額の内
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容でございます。１節立木売払収入につきましては、予算説明資料40ページをごらん願い

ます。 

 ２目素材売払収入、本年度予算額1,388万6,000円、この目につきましては町有林202.85ヘ

クタールの間伐に係る間伐材売り払い代金でございます。１節間伐材売払収入につきまし

ては、予算説明資料40ページをごらん願います。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額370万円、この目に

つきましては職員人件費の一部に係る一般会計からの繰入金でございます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額3,131万4,000円、この目につきましては町有林野事

業基金からの繰入金でございます。 

 ７ページをごらん願います。４款１項１目繰越金、本年度予算額１万円、この目につき

ましては前年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入、１項１目雑入、本年度予算額114万円、この目につきましては雑入として植

栽に係るニトリ北海道応援基金助成金114万円の内容でございます。１節雑入につきまして

は、予算説明資料40ページをごらん願います。 

 ８ページをごらん願います。３、歳出、１款１項１目財産管理費、本年度予算額1,907万

3,000円、この目につきましては町有林の維持管理に係る人件費及び事務等に要する経費で

ございます。増額の主なものは、13節委託料で標準値測量調査の調査箇所増による町有林

管理委託料57万8,000円の増、27節公課費で簡易課税方式から一般課税方式への変更に伴い

消費税94万円の増額の内容でございます。12節役務費、13節委託料、14節使用料及び賃借

料につきましては、予算説明資料41ページをごらん願います。 

 ９ページをごらん願います。２款１項財産造成費、１目造林費、本年度予算額１億251万

1,000円、この目につきましては町有林の管理、造成に要する経費でございます。減額の主

なものは、13節委託料で林業専用道２本の測量調査委託料1,400万円の減、15節工事請負費

で林業専用道２本の工事費が3,600万円の減、16節原材料費で植栽面積の減によるカラマツ

苗木の購入本数の減に伴い122万8,000円の減、17節公有財産購入費で山林取得費2,700万円

減額の内容でございます。13節委託料、15節工事請負費、16節原材料費につきましては、

予算説明資料41ページをご参照願います。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額619万9,000円、この目につきましては公有林

整備事業債に係る償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額146万8,000円、この目につきましては公有林整備事業債に係る

償還利子でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この目につきましては予備の支出に備える

ための科目でございます。 

 10ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、公有林整備事業債、前々年度末現在

高6,246万6,000円、前年度末現在高見込額5,642万6,000円、当該年度中増減見込、当該年
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度中元金償還見込額619万9,000円、当該年度末現在高見込額5,022万7,000円となります。

計の欄につきましては、同額ですので、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わりますので、よろしくご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 10番、森議員。 

〇森議員 今の木材の需要と価格についての推移状況をちょっと知りたいのですけれど

も。 

〇田村議長 答弁願います。 

 林務係長。 

〇吉田産業課林務係長 ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

 木材の市況といいますか、推移状況ですが、一般的な材料としてはここ近年は好調とい

いますか、堅調に推移しているところであります。今までパルプ材といいますか、一番底

質材がかなり安くいい状況が続いておりましたが、バイオマス原料というようなこともあ

りまして、そこら辺の価格が底上げされたことによって割と高目な水準を維持していると

いうような状況になっております。 

 以上です 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第26号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 １時４２分  休憩 

午後 １時４３分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第５ 議案第２７号 

〇田村議長 日程第５、議案第27号 平成29年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算を

議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 それでは、国民健康保険事業特別会計の予算書１ページをお開き願いま

す。説明資料は42ページから45ページをごらんください。 

 議案第27号 平成29年度浦幌町国民健康保険事業特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億7,215万9,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成29年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計は、加入世帯数875世帯、被保険者数1,690人に係る国民健康保険事業の運営及

び医療費の収支を処理する特別会計となってございます。 

 次の２ページの第１表、歳入歳出予算並びに５ページの歳入歳出予算事項別明細書、１、

総括は、省略をさせていただきます。 

 次のページ、７ページをごらん願います。２、歳入、１款１項国民健康保険税、１目一

般被保険者国民健康保険税、本年度予算額１億9,410万円、２目退職被保険者等国民健康保

険税、本年度予算額130万3,000円、いずれも一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険

税となってございます。主な減につきましては、該当者の減少によるものでございます。 

 次のページをお開き願います。２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負

担金、本年度予算額１億2,821万7,000円、一般被保険者に要する医療費に対し交付される

ものでございます。減の理由につきましては、給付費の減少が見込まれるため、交付され

る負担金も減するものでございます。１節現年度分につきましては、説明資料43ページに

記載のとおりでございます。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額937万7,000円、高額医療費共同事業拠出

金に対し、国から４分の１が交付されるものでございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、本年度予算額85万円、浦幌町が実施する特定健康診査等に

要する経費に対し、国から３分の１が交付されるものでございます 

 ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額1,000万円、市町村間における財政

力の不均衡を調整するために国から交付されるものとなってございます。 

 ２目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金、本年度予算額194万4,000円、平成30年

度から始まる都道府県を単位とした制度に変更するためのシステム改修費用に係る補助金

の受け入れ科目を設けたものでございます。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金、本年度予算額384万1,000円、退職被保険者に要する

療養給付費、高額療養費等から退職被保険者分の国民健康保険税を除いた額が社会保険診

療報酬支払基金から交付されるものでございます。 
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 次のページをごらん願います。４款１項１目前期高齢者交付金、本年度予算額１億

6,976万3,000円、65歳から75歳未満の加入者の割合に対し、保険者間の医療費の負担の均

衡を調整するために社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、本年度予算額937万

7,000円、共同事業拠出金の４分の１が道から交付されることとなっておるものでございま

す 

 ２目特定健康診査等負担金、本年度予算額85万円、国庫負担金と同様に特定健康診査等

事業に要する経費に対し、道から３分の１が交付されるものでございます。 

 ２項道補助金、１目財政調整交付金、本年度予算額3,687万9,000円、市町村間における

財政力の不均衡を調整するための道の交付金でございます。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額４万円、基金利

子でございます。 

 ７款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,284万円、保

険者の急激な負担増を抑制するため、一定以上の高額医療費が生じた場合に財政運営の不

安定を緩和するために保険者からの拠出金を財源として交付されるものでございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、本年度予算額１億9,587万6,000円、市町村国保間

の保険料、保険税の平準化を図り、財政の安定化を図るため交付されるものでございます。 

 次のページをお開き願います。８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、

本年度予算額6,626万6,000円、一般会計からの繰入金で、保険税の減額分の補填、出産育

児一時金、その他職員の人件費等に係るものでございます。１節保険基盤安定軽減分繰入

金から３節その他一般会計繰入金につきましては、説明資料44ページに記載のとおりでご

ざいます。 

 ２項１目基金繰入金、本年度予算額1,527万8,000円、基金の繰入金でございます。 

 ９款１項１目繰越金、本年度予算額500万円、前年度繰越金でございます。 

 10款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、本年度予算額20万

円、保険税の延滞金となってございます。 

 ２目退職被保険者等延滞金、３目一般被保険者加算金。次のページをごらん願います。

４目退職被保険者等加算金、５目過料、いずれも本年度予算額1,000円、保険税に係る延滞

金、返還金に対する加算金、過料となってございます。 

 ２項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料、本年度予算額1,000円、社会保険等の被

保険者分の特定健康指導等を本町の保健福祉センター等に委託された場合の受託料でござ

います。 

 ３項雑入、１目一般被保険者第３者納付金、本年度予算額10万円、２目退職被保険者等

第３者納付金、本年度予算額５万円、いずれも交通事故等に係る第三者行為の納付金でご

ざいます。 

 ３目一般被保険者返納金、４目退職被保険者等返納金、いずれも本年度予算額1,000円、
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被保険者の資格喪失等による返納金の内容でございます。 

 ５目雑入、本年度予算額1,000円でございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 続きまして、12ページをお開き願います。説明資料は45ページをごらん願います。３、

歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額2,916万5,000円、こ

の会計に係る職員の人件費及び事務的経費を計上してございます。主な増減は、２節給料

から４節共済費に係る人件費でございまして、147万9,000円の減、13節委託料のシステム

改修事業委託料194万4,000円の増、次のページの19節負担金、補助及び交付金の国保総合

システム負担金30万3,000円の増でございます。 

 ２目連合会負担金、本年度予算額45万2,000円、北海道国保連合会への負担金でございま

す。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予算額209万7,000円、国民健康保険税の賦課徴収

に係る事務的経費となってございます。12節役務費、14節使用料及び賃借料、19節負担金、

補助及び交付金は、説明資料45ページに記載のとおりでございます。 

 ３項１目運営協議会費、本年度予算額20万2,000円、国民健康保険運営協議会委員９名に

係る費用でございます。 

 次のページをお開き願います。２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養

給付費、本年度予算額４億560万円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度予算額360万

円、減額の理由につきましては対象者数の減によるものです。この科目は、いずれも北海

道国保連合会へ支払う医療費のうち、保険者として浦幌町が負担する経費となってござい

ます。 

 ３目一般被保険者療養費、本年度予算額240万円、４目退職被保険者等療養費、本年度予

算額６万円、いずれも整骨院、はり、きゅうの治療及び保険証を持たずに診療機関で治療

され、10割を被保険者が負担した場合に保険者負担分を被保険者に戻す経費となってござ

います。 

 ５目審査支払手数料、本年度予算額125万2,000円、北海道国保連合会へ支払う審査手数

料ほかでございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度予算額5,040万円、２目退職被保

険者等高額療養費、本年度予算額100万円、減額の理由につきましては対象者数の減を見込

んでいるものでございます。この科目は、いずれも被保険者が１カ月の間に療養費の限度

額を超えて支払った場合に、その超えた額を保険者である浦幌町が負担する経費となって

ございます。 

 次のページをお開き願います。３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度予算額10万

円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費、本年度予算額５万円、いずれも被保険者が

１年間の間に医療費と介護費の合算が限度額を超えて支払った場合に、その超えた額を保

険者である浦幌町が負担する経費となってございます。 
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 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、本年度予算額５万円、２目退職被保険者等移送

費、本年度予算額３万円、いずれも被保険者の移送に係る経費でございます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度予算額336万円、国民健康保険の被保険

者が出産した場合に支給する出産育児一時金の経費８件分を見込んでございます。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭給付費、本年度予算額15万円、国民健康保険の被保険者が亡く

なられた場合に１万円を支給する葬祭給付費15件分でてございます。 

 次のページをお開き願います。３款１項１目後期高齢者支援金、本年度予算額8,852万

7,000円、後期高齢者医療制度に対する支援で、社会保険診療報酬支払基金が算定した額を

同支払基金に支払い、同支払基金から後期高齢者広域連合に支払う経費でございます。 

 ２目後期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額8,000円、社会保険診療報酬支払基金へ

支払う事務費拠出金でございます。 

 ４款１項１目前期高齢者納付金、本年度予算額32万6,000円、65歳から74歳までに係る前

期高齢者納付金に係る負担金として納付する経費でございます。 

 ２目前期高齢者関係事務費拠出金、本年度予算額7,000円、社会保険診療報酬支払基金へ

支払う事務費拠出金でございます。 

 ５款１項老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万円、事務費拠

出金でございます。 

 次のページをごらん願います。６款１項１目介護納付金、本年度予算額3,982万9,000円、

加入者数に応じて介護納付金として支払う経費でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業拠出金、本年度予算額3,750万

9,000円、過去３年間の高額医療費の実績により支払う経費でございます。 

 ２目退職者医療事務費拠出金、本年度予算額1,000円、事務費の拠出金でございます。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度予算額１億9,587万6,000円、市町村国保保

険者の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るための事業に保険者として国保連合会へ

拠出する経費でございます。 

 ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額555万7,000円、特定健

康診査、特定保健指導により糖尿病、高血圧、高脂血症等の予防を図ることを目的に行う

事業に要する経費でございます。13節委託料は、説明資料45ページに記載のとおりでござ

います。 

 次のページをお開き願います。２項保健事業費、１目保健衛生普及費、本年度予算額267万

1,000円、被保険者の健康保持のために行う各種事業に要する経費でございます。増の主な

ものは、７節賃金で保健指導に要する賃金80万円の増でございます。13節委託料の総合健

診業務委託料の内訳は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度予

算額82万円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度予算額５万円、いずれも資格を喪

失した場合に過納となった保険税を還付する経費でございます。 
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 ３目償還金、本年度予算額50万円、過年度分の療養給付費等負担金、特定健康診査等負

担金、出産育児一時金補助金等の精算に要する経費を計上してございます。 

 次のページをごらんください。10款１項１目予備費、本年度予算額50万円、こちらは予

備費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第27号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第２８号 

〇田村議長 日程第６、議案第28号 平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 それでは、後期高齢者医療特別会計の予算書１ページをごらん願います。

説明資料は46ページ、47ページをごらん願います。 

 議案第28号 平成29年度浦幌町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,442万8,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成29年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計は、後期高齢者医療広域連合に対する収支を処理する特別会計でございます。 

 次の２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算並びに４ページをお開き願いま

す。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括、こちらにつきましては省略をさせていただき

ます。 

 ６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項１目後期高齢者医療保険料、本年度予
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算額4,630万9,000円、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり、後

期高齢者医療保険の資格を取得された方が納める保険料となってございます。被保険者数

は1,069人となってございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額3,800万6,000円、

後期高齢者医療広域連合への保険料軽減措置分の納付金として一般会計から繰り入れるも

のでございます。１節事務費繰入金、２節保険基盤安定繰入金の内容につきましては、説

明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項１目繰越金、前年度繰越金1,000円、前年度の繰越金でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、保険料の延滞金となってござい

ます。いずれも本年度予算額1,000円となってございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額10万円、２目還付加算金、

本年度予算額１万円、いずれも保険料の過誤納付が生じた場合に広域連合から納付される

還付金及び還付加算金となってございます。 

 ３項１目雑入、本年度予算額1,000円、その他雑入でございます。 

 続いて、８ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費、本年度予算額1,050万2,000円、この会計に係る職員の人件費及び事務的経費で

ございます。特に説明を加える事項はございません。 

 ２項１目徴収費、本年度予算額73万6,000円、後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に係

る事務的経費でございます。 

 次のページをごらん願います。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予

算額7,307万8,000円、後期高齢者医療広域連合に対する納付金でございます。19節負担金、

補助及び交付金の内容につきましては、説明資料47ページに記載のとおりでございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度予算額10万円、

２目還付加算金、本年度予算額１万円、いずれも保険料の過誤納付が生じた場合における

還付金及び還付加算金でございます。 

 ２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、一般会計繰出金でございます。 

 ４款１項１目予備費、本年度予算額1,000円、こちらは予備費となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第28号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第２９号 

〇田村議長 日程第７、議案第29号 平成29年度浦幌町介護保険特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇山本町民課長 それでは、介護保険特別会計予算書の１ページをお開き願います。説明

資料は48ページから51ページをごらん願います。 

 議案第29号 平成29年度浦幌町介護保険特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億7,224万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 平成29年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、介護保険の運営及び介護給付費の会計を処理する特別会計と

なってございます。 

 ２ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算並びに４ページをお開き願います。

歳入歳出予算事項別明細書、１、総括、こちらにつきましては説明省略をさせていただき

ます。 

 続いて、６ページをお開き願います。２、歳入、１款１項介護保険料、１目第１号被保

険者介護保険料、本年度予算額１億1,741万3,000円、この目につきましては65歳以上の第

１号被保険者1,948人の方が納める保険料となってございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額１億376万

3,000円、保険給付費が国から交付される内容となってございます。１節現年度分は、説明

資料50ページに記載のとおりでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、本年度予算額4,906万9,000円、国からの交付金の内

容となってございます。１節調整交付金は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額1,334万8,000円、支援事業に対する交付金の内

容でございます。１節包括的支援事業・任意事業分、２節介護予防・日常生活支援総合事

業分の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、本年度予算額8,989万4,000円、

北海道からの保険給付費の内容でございます。 
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 次のページをごらん願います。２項財政安定化基金支出金、１目交付金、本年度予算額

2,000円、３項道補助金、１目地域支援事業交付金、本年度予算額719万5,000円、こちらは

いずれも道からの交付金でございます。１節包括的支援事業・任意事業分、２節介護予防・

日常生活支援総合事業分の内容につきましては、説明資料に記載のとおりでございます。

こちらの主な増の理由としましては、支援事業の実施に伴う交付金の増を見込んでおるも

のでございます。 

 ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、本年度予算額１億6,684万2,000円、

保険給付費が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金、本年度予算額584万2,000円、こちらも社会保険診療報酬支払

基金から交付されるものとなってございます。 

 次のページをお開き願います。５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、

本年度予算額４万円、こちらは基金利子となってございます。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億1,500万8,000円、

介護給付費繰入金及び介護保険事業に係る職員の人件費、事務的経費等を一般会計から繰

り入れるものとなってございます。１節介護給付費繰入金から５節低所得者保険料軽減繰

入金の各内容につきましては、説明資料50ページに記載のとおりとなってございます。 

 ２項基金繰入金、１目給付費準備基金繰入金、本年度予算額379万2,000円、基金からの

繰入金でございます。 

 ７款１項１目繰越金、本年度予算額３万円、前年度繰越金となってございます。 

 次のページをごらん願います。８款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者

延滞金、２目第１号被保険者過料、本年度予算額いずれも1,000円となってございます。保

険料の延滞金及び過料でございます。 

 ２項雑入、１目第３者納付金、２目返納金、本年度予算額いずれも1,000円となってござ

います。３目雑入、本年度予算額2,000円。これらはいずれも第三者行為に係る納付金、不

正請求等による不正利得徴収金の返納金及びその他の雑入でございます。 

 次に、10ページをお開き願います。説明資料は51ページをごらん願います。３、歳出、

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額1,432万7,000円、この会計

に係る職員の人件費及び事務的経費を計上してございます。減の主な理由としましては、

２節給料から４節共済費の人件費、これらを合わせて92万2,000円の減となるものでござい

ます。 

 ２項１目賦課徴収費、本年度予算額113万9,000円、介護保険料の賦課徴収に係る事務的

経費でございます。減の主な理由としましては、11節需用費の印刷製本費13万6,000円の減、

12節役務費、14節使用料及び賃借料につきましては説明資料に記載のとおりでございます。 

 ３項１目介護認定審査会費、本年度予算額555万7,000円、東部４町で構成する介護認定

審査会に係る経費でございます。減の主な理由は、12節役務費、手数料の22万7,000円の減

となってございます。12節役務費、14節使用料及び賃借料、19節負担金、補助及び交付金
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は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ２目認定調査費、本年度予算額198万1,000円、要介護度の認定調査に要する経費でござ

います。減の主な理由は、13節委託料の認定調査委託料49万7,000円の減でございます。１

節報酬、13節委託料は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ４項１目介護保険運営協議会費、本年度予算額６万7,000円、介護保険運営協議会委員の

６名の方の委員報酬並びに費用弁償等を計上してございます。 

 ５項１目趣旨普及費、本年度予算額８万7,000円、介護保険制度普及のための啓発用品購

入に係る費用の内容でございます。 

 ６項１目計画策定委員会費、本年度予算額51万9,000円、老人福祉計画、介護保険事業計

画の次期第７期計画策定に係る科目の新設でございまして、計画策定審議会委員10名の報

酬、11節需用費の印刷製本費ほかの費用となってございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス等給付費、本年度予

算額１億6,800万円。次のページをごらん願います。２目居宅介護サービス等計画給付費、

本年度予算額2,040万円、３目地域密着型介護サービス等給付費、本年度予算額１億920万

円、４目施設介護サービス等給付費、本年度予算額２億4,000万円。こちらはいずれの給付

費も被保険者が事業所からサービスを受けたときの費用に対し保険給付費で支払うもので

ございます。また、各事業所につきましては、国保連合会を通じて支払われる内容となっ

ているものでございます。減額の主な理由としましては、介護サービス対象者の減を見込

んでございます。 

 ５目福祉用具購入費、本年度予算額72万円、６目住宅改修費、本年度予算額240万円、こ

ちらはいずれも保険給付費として装具の購入、また住宅改修費用の９割を被保険者の申請

に基づき支払う内容となってございます。 

 ７目審査支払手数料、本年度予算額47万3,000円、北海道国保連合会への審査支払手数料

の内訳でございます。 

 ２項１目高額介護サービス等費、本年度予算額1,377万円、限度額を超えた額を高額介護

サービス費として保険者が支払うものでございます。 

 次のページをお開き願います。３項１目高額医療合算介護サービス等費、本年度予算額

250万円、介護保険と医療保険を利用した際に自己負担した年額費用が高額になったときに

保険者が支払う内容のものでございます。 

 ４項１目特定入所者介護サービス等費、本年度予算額3,840万円、低所得者の方の居住費、

滞在費と食費の負担軽減を図るために、本人負担以外の分を北海道国保連合会に支払う経

費でございます。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金償還金、本年度予算額1,000円、基

金の償還金でございます。 

 ４款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活支

援サービス事業費、本年度予算額1,142万6,000円、要介護者等に対し、要介護状態になる
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ことなどを予防、軽減、もしくは悪化の防止、さらには地域における自立した日常生活の

支援並びに事業者が行う多様な支援サービスのニーズに対応する経費として計上してござ

います。13節委託料は、説明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 ２目一般介護予防事業費938万円、高齢者の年齢や心身の状態等によって分け隔てること

なく運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室を充実させ、高齢者が地域において自立する

ための支援に係る経費を計上してございます。増額の主なものは、７節賃金49万9,000円、

13節委託料の介護予防普及啓発事業委託料の178万7,000円の増額、事業実施のための18節

備品購入費13万円の増額となってございます。13節委託料、14節使用料及び賃借料につき

ましては、説明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 ３目高額介護予防サービス費相当事業等、本年度予算額３万円、介護予防・日常生活支

援総合事業によるサービス利用料が高額になった場合に高額介護サービス費等に相当する

費用を支払うための科目の新設となってございます。 

 ４目その他諸費、本年度予算額２万6,000円、審査支払手数料の内容でございます。 

 次のページをお開き願います。２項包括的支援事業費、１目地域包括支援センター運営

事業費、本年度予算額1,624万9,000円、本町の地域包括センターの運営に係る経費でござ

います。減額の主なものは、２節給料から４節共済費に係る人件費213万4,000円の減とな

ってございます。１節報酬、14節使用料及び賃借料は、説明資料に記載のとおりでござい

ます。 

 次のページをごらん願います。２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予算額20万

円、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し在宅医療と介護を一体的に提供す

るための啓発用パンフレットの購入経費となってございます。 

 ３目認知症総合支援事業、本年度予算額575万円、認知症の人や家族に対し、早期診断と

対応する支援体制の構築に係る経費を計上してございます。増額の主な理由は、13節委託

料、認知症初期集中支援事業委託料の47万7,000円の増額となってございます。 

 ４目生活支援体制整備事業費、本年度予算額462万5,000円、高齢者に対し多様な日常生

活の支援体制の充実と社会参加の推進を一体的に図るために設置するもので、増額の主な

ものにつきましては13節委託料の生活支援体制整備事業委託料457万7,000円の増となって

ございます。13節委託料につきましては、説明資料51ページに記載のとおりでございます。 

 ３項任意事業費、１目介護給付等費用適正化事業費、本年度予算額８万1,000円、介護サ

ービス利用者に対する利用サービスの内容や費用等を通知する郵便料ほかの内容となって

ございます。 

 次のページをお開き願います。２目家族介護支援事業費、本年度予算額402万7,000円、

在宅において介護している家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減し、家族介護を継続

していただくために支援する経費を計上してございます。20節扶助費は、紙おむつ等の介

護用品の給付25名分並びに20名分の家族介護慰労費でございます。 

 ３目その他任意事業費、本年度予算額65万7,000円、成年後見人等が必要となった低所得
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者の高齢者に対し、成年後見人制度の申し立てに要する経費や報酬の助成をする経費とな

ってございます。20節扶助費は、説明資料に記載のとおりでございます。 

 ５款１項基金積立金、１目介護給付費準備基金等積立金、本年度予算額４万円は、基金

積立金でございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者還付金、本年度予算額

11万円、過年度にさかのぼり第１号被保険者の資格を喪失した場合における保険料の還付

金及び還付加算金となってございます。 

 ２目償還金、本年度予算額1,000円、過年度の介護給付費等負担金の精算に伴う返還金で

ございます。 

 次のページをごらん願います。２項繰出金、１目他会計繰出金、本年度予算額1,000円、

過年度の保険給付費精算による一般会計繰出金となってございます。 

 ７款１項１目予備費、本年度予算額10万円、こちらは予備費となってございます。 

 次のページをお開き願います。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年

度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書。事

項、地域包括支援センターシステム機器借上料、限度額212万円、前年度末までの支出見込

額、期間、平成25年度から平成28年度、金額169万6,000円、本年度予算額42万4,000円、当

該年度以降の支出予定額、期間、平成29年度、金額42万4,000円、左の財源内訳は一般財源

42万4,000円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議くださいますようよろしくお願いい

たします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 最後のほうの生活支援体制整備事業の中の生活支援コーディネーター業務と

いうことについて、どのような業務でどういう状態で地域密着型で入っていただけるのか

ということをちょっとお聞きしたいのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 生活支援コーディネーター等の地域支援事業、生活支援体制整

備事業についての内容といった質問と思われますので、私のほうから説明させていただき

ます。 

 この事業は、高齢者の生活支援の多様なニーズに対しまして、地域でどのような支援活

動を育むかといった、こういったプロセスをつくるに当たって、この協議会、それから生

活支援コーディネーターを配置するものでございます。地域では声かけだとか、日常的な

見守りだとか、お食事会だとか、老人クラブ、そういったものの安否確認だとか、民間企

業による移動販売など、いろいろとサービスを提供されていると思います。そういった方々

を集めまして、地域の住民の方の生活のニーズをこの事業の中で把握しまして、この活動
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自体に対して生活支援コーディネーターがコーディネートをしていくといった事業になり

ます。生活支援コーディネーターにつきましては、技術的な支援や必要に応じて財政的な

支援、そういったことを行いまして、取り組みを地域資源として組織化することを目指し

て活動する方を委託するといったところです。 

 以上です。 

〇田村議長 ９番、阿部議員。 

〇阿部議員 委託事業ということでありますので、例えば社会福祉協議会とか、ＮＰＯと

か、そういったところにその方を委託するのだっただろうか、ちょっとその辺。 

〇田村議長 答弁願います。 

 保健福祉課長補佐。 

〇廣富保健福祉課長補佐 現在委託という形で予算を計上させていただきまして、社会福

祉法人のほうに委託する予定を現在しております。これにつきましては、生活支援体制整

備事業は生活支援サービスを提供するだけの事業でないものですから、多様な主体が参加

して地域をつくり上げていくための事業でありまして、10年、または20年かかるかもしれ

ない長期の事業というふうに捉えております。そういったところで考えますと、これが完

成形という形の見本があるわけではありませんので、それぞれの地域の実情に合わせまし

て整えていかなければならないものですから、そういった進めていく上に当たりまして、

地域にある資源を把握しまして高齢者の生活等の支援、そういったものをマッチングとか、

ニーズ調査をしましてサービスの提供体制を整えることが必要なものですから、ボランテ

ィア団体、老人クラブ、それから住民主体の在宅サービス等々のつながりの深い、そうい

った社会福祉法人に委託したいと現在考えているところでございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第29号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第３０号 

〇田村議長 日程第８、議案第30号 平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算を議
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題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 診療所事務長。 

〇菅原診療所事務長 診療所特別会計の予算書は１ページになります。あわせまして、説

明資料52、53ページをごらん願います。 

 議案第30号 平成29年度浦幌町浦幌町立診療所特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の浦幌町立診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億8,375万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成29年３月６日提出、浦幌町長。 

 この会計につきましては、町立診療所の管理運営及び診療の収支の会計を処理する特別

会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 ４ページをごらん願います。第２表、地方債、起債の目的、過疎対策事業、浦幌町立診

療所医療機器更新事業、限度額270万円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％

以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後にお

いては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利

債に借換することができる。 

 次のページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましても説

明を省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、本年度予算額１億738万3,000円、一般会計からの繰入金でございます。そのうち

普通交付税措置見込み額等につきましては、説明資料52ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ３款１項諸収入、１目診療報酬収入、本年度予算額１億7,315万8,000円、この科目につ

きましては診療行為に伴います各種診療報酬の収入科目でございます。説明資料52ページ

に記載のとおりでございます。 

 次に、８ページをごらん願います。２項１目雑入、本年度予算額１万2,000円、２目過年
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度収入1,000円、この科目につきましては特に説明を加えることはございません。 

 ４款１項町債、１目浦幌町立診療所医療機器更新事業債、本年度予算額270万円、この科

目につきましては医療機器更新に伴う地方債で、充当率100％でございます。 

 次のページをごらん願います。３、歳出、１款１項診療所費、１目診療所管理費、本年

度予算額4,950万円、この科目につきましては事務職員の人件費及び診療所の維持管理、運

営にかかわる経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきましては13節

委託料において隔年実施の非常電源には電気保安、床ワックス、重油タンク清掃業務など

の保守業務委託料で49万1,000円の増、15節工事請負費において酸素ボンベ搬入口付近の舗

装補修工事で90万円の増、27節公課費で消費税等の14万1,000円の増額でございます。減額

につきましては、職員の人件費で22万円の減、11節需用費では燃料高騰における増額24万

1,000円がありますが、修繕料で昨年度ありました自動ドア修繕料で53万4,000円の減額と

なり、需用費総体では29万3,000円の減額でございます。また、18節備品購入費につきまし

ては、昨年度トイレ温水洗浄便座の購入がありましたので、33万4,000円の減額となります。

13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料53ページに記載のとおりでござい

ます。 

 10ページをごらん願います。２目医業費、本年度予算額２億3,001万8,000円、この科目

につきましては医療業務従事者の人件費及び診療業務に伴います医薬材料、医療機器など

の経費でございます。主な増減でございますが、まず増額につきましては人件費で365万

9,000円、７節賃金で非常勤医師賃金90万円の増額となっております。減額につきましては、

９節旅費の費用弁償で30万9,000円、11節需用費で医薬材料費39万6,000円、14節使用料及

び賃借料で酸素供給装置賃借料38万9,000円の減及び18節備品購入費で医療機器購入費

465万7,000円の減額となっております。13節委託料、14節使用料及び賃借料、18節備品購

入費につきましては、説明資料53ページに記載のとおりでございます。 

 12ページをごらん願います。２款１項公債費、１目元金、本年度予算額393万2,000円、

この科目につきましては医療機器更新事業債にかかわる長期債償還元金でございます。 

 ２目利子、本年度予算額25万4,000円、この科目につきましては医療機器更新事業債にか

かわる長期債償還利子でございます。 

 ３款１項１目予備費、本年度予算額５万円、この科目につきましては予備の支出に備え

るための科目でございます。 

 次のページ、13ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前

年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書。区分、浦幌町立診療所医療

機器更新事業債、前々年度末現在高5,980万円、前年度末現在高見込額6,720万円、当該年

度中増減見込、当該年度中起債見込額270万円、当該年度中元金償還見込額393万2,000円、

当該年度末現在高見込額6,596万8,000円でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 



                                             － 49 － 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第30号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで説明員入れかえのため暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３９分  休憩 

午後 ２時４０分  再開 

 

〇田村議長 休憩を解き会議を開きます。 

 

    ◎日程第９ 議案第３１号 

〇田村議長 日程第９、議案第31号 平成29年度浦幌町公共下水道特別会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、浦幌町公共下水道特別会計予算の１ページをごらん願います。

説明資料につきましては54ページから55ページをお開き願います。 

 議案第31号 平成29年度浦幌町公共下水道特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億660万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 
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 平成29年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町公共下水道に係ります施設の建設及び維持管理をする

特別会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 ４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成29年度、限度額50万円。

水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、

期間、平成29年度、限度額50万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、公共下水道事業、限度額3,120万円、起債の

方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、

政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきましては、説明を省略させてい

ただきます。 

 ７ページをお開き願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項分担金、１目公共

下水道費分担金、本年度予算額2,000円、こちらにつきましては吉野処理区におきます新規

受益者に係る分担金でございます。平成29年度におきましては１件の賦課を予定しており

まして、当年度分の収入を見込んでいるものでございます。 

 ２項負担金、１目公共下水道費負担金、本年度予算額1,000円、受益者負担金に係る目で

ございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目公共下水道使用料、本年度予算額6,430万

4,000円、公共下水道使用料でございます。内訳につきましては、説明資料54ページに記載

のとおりでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道事業費補助金、本年度予算額3,540万円、

公共下水道事業における社会資本整備総合交付金で1,320万円の増でございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、水洗便

所等資金貸付金の預託金利子でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本

年度予算額１億7,417万3,000円、一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度からの繰越金でございます。 

 ７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円、２目過料、

本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額100万円、水洗便所等資金貸付金元金収入でござ

います。 
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 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 

 ９ページをごらん願います。８款１項町債、１目公共下水道事業債、本年度予算額3,120万

円、公共下水道事業に係る事業債でございまして、1,300万円の増でございます。 

 10ページをお開き願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額455万円、この目につきましては公共下水道の運営に係る一般管理費でござい

ます。減額の主なものは、11節需用費の印刷製本費６万2,000円の減でございます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額101万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。特に説明する事項はございません。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、本年度予算額669万4,000円、この目につきましては

下水道管渠の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは、13節委託料25万

9,000円の増で、管渠高圧洗浄業務施工延長の増によるものでございます。減額の主なもの

は、11節需用費の修繕料20万円の減でございます。11節需用費の修繕料、13節委託料につ

きましては、説明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２目処理場管理費、本年度予算額3,217万9,000円、この目

につきましては終末処理場の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは11節需

用費の修繕料230万円の増で、終末処理場自動除じん機及び汚泥脱水機の分解整備に要する

費用の増で、減額の主なものは11節需用費の光熱水費24万円の減でございます。11節需用

費の修繕料及び13節委託料につきましては、説明資料55ページに記載のとおりでございま

す。 

 ２款事業費、１項１目下水道建設費、本年度予算額9,192万9,000円、この目につきまし

ては公共下水道建設に係る経費でございます。増額の主なものは、公共下水道事業変更計

画策定などの13節委託料1,350万円、終末処理場最終沈殿池ほか計装設備更新などの15節工

事請負費1,550万円の増でございます。13節委託料及び15節工事請負費につきましては、説

明資料55ページに記載のとおりでございます。 

 12ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億4,985万

1,000円、２目利子2,028万9,000円、この目につきましては公共下水道事業債に係る償還元

金並びに利子でございます。それぞれ23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金943万

9,000円、利子につきましては371万円が減となっております。 

 13ページをごらん願います。４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、

本年度予算額５万円、過誤納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 14ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、公共下水道事業債、前々年度末現在

高11億7,215万円、前年度末現在高見込額10億3,106万1,000円、当該年度中増減見込、当該

年度中起債見込額3,120万円、当該年度中元金償還見込額１億4,985万1,000円、当該年度末
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現在高見込額９億1,241万円。計につきましては、同額でございますので、省略をさせてい

ただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 先ほど説明の中でありましたけれども、事業費の中の委託料です。新たに出

た項目で、事業変更計画策定業務委託に関連して1,250万円ですか、説明がありました。こ

の中で管路耐震診断というところで国の補助というか、何もなくて、これは調査だと思う

のですが、この点について国の基準やら支援がないということは、特殊な基準の中でなく

て浦幌が独自に調査するという項目なのでしょうか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 水道施設係長。 

〇小笠原施設課水道施設係長 ただいまのご質問にお答えします。 

 29年度に耐震化調査といいますのは、これまでの大地震等で下水道耐震基準というのが

幾度も変わっております。過年度に管渠を整備しました。それらを過去の基準と最新の基

準とを見比べまして再整備をするというところでございます。その中で現在耐震化がされ

ているのかどうか、その基礎の調査委託ということでございます。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 もう一点、お聞きした中で国の支援のない浦幌単独の調査なのですかという

ことなのですが。 

〇田村議長 答弁願います。 

〇小笠原施設課水道施設係長 今回基礎調査ということでございまして、補助の対象には

なってございません。今後その調査をもとに再度煮詰め直すという段階では補助の対象に

なり得る可能性がございます。 

 以上です。 

〇田村議長 ７番、杉江議員。 

〇杉江議員 ということは、29年度だけでなくてこの後も継続してというか、調査が進め

ていけると、そういう中で国の支援もあるということでいいのですか。 

〇田村議長 答弁願います。 

 水道施設係長。 

〇小笠原施設課水道施設係長 今後調査をした中で詳細なカメラ調査等も考えられるとい

うこともございます。今後そういうことを検討した中では補助の対象。29年度の中はあく

までも基礎ということでございますので、その中で今後進めるかどうかということを判断

したいと考えております。 

〇田村議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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〇田村議長 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第31号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３２号 

〇田村議長 日程第10、議案第32号 平成29年度浦幌町個別排水処理特別会計予算を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 

〇小川施設課長 それでは、予算書の１ページをごらん願います。議案第32号 平成29年

度浦幌町個別排水処理特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の個別排水処理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,502万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成29年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町個別排水処理に係る施設の設置及び維持管理をする特

別会計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 ４ページをごらん願います。第２表、債務負担行為、事項、水洗便所改造等の資金とし

て帯広信用金庫が融資する貸付事業に対する損失補償、期間、平成29年度、限度額50万円、

水洗便所改造等の資金として浦幌町農業協同組合が融資する貸付事業に対する損失補償、
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期間、平成29年度、限度額100万円。 

 第３表、地方債、起債の目的、下水道事業、個別排水処理施設整備事業、限度額1,460万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書の１、総括につきましては、説明を省略させてい

ただきます。 

 予算書の７ページ並びに説明資料56ページから57ページをごらん願います。２、歳入、

１款分担金及び負担金、１項分担金、１目個別排水処理分担金、本年度予算額22万円、個

別排水処理施設設置に係る受益者分担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目排水処理施設使用料、本年度予算額1,155万

8,000円、設置、使用されている個別排水処理施設に係る使用料でございます。内訳につき

ましては、説明資料56ページに記載のとおりでございます。 

 ３款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度予算額1,000円、水洗便

所等資金貸付金に係ります預託金利子でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額2,694万円、一般会

計からの繰入金でございます。 

 ５款１項１目繰越金、本年度予算額20万円、前年度繰越金でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本年度予算額1,000円。 

 ８ページをごらん願います。２目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目貸付金元利収入、本年度予算額150万円、水洗便所改造等貸付金元金収入でござ

います。 

 ３項１目雑入、本年度予算額2,000円、仮払消費税還付金及び雑入でございます。 

 ７款１項町債、１目個別排水処理施設整備事業債、本年度予算額1,460万円、個別排水処

理施設整備に係る事業債でございます。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額45万8,000円、この目につきましては個別排水処理施設に係る一般管理費でご

ざいます。 

 ２目普及推進費、本年度予算額202万1,000円、水洗化に向けての普及推進に係る経費で

ございます。19節負担金、補助及び交付金は、説明資料57ページに記載のとおりでござい

ます。 

 10ページをごらん願います。２項施設管理費、１目個別排水処理施設管理費、本年度予

算額1,996万1,000円、この目につきましては個別排水処理施設等の維持管理に係る経費で

ございます。増額の主なものは、設置管理基数の増に伴います13節委託料、保守業務委託

料48万6,000円の増でございます。13節委託料につきましては、説明資料57ページに記載の
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とおりでございます。 

 ２款事業費、１項１目個別排水処理施設建設費、本年度予算額1,600万円、この目につき

ましては個別排水処理施設の建設に係る経費でございます。15節工事請負費につきまして

は、説明資料57ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。３款１項公債費、１目元金、本年度予算額1,303万3,000円、

２目利子347万円、この目につきましては個別排水処理施設整備事業債に係る償還元金並び

に利子でございます。23節償還金、利子及び割引料の長期債償還元金では77万6,000円の増、

長期債償還利子につきましては32万4,000円の減となっております。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額３万円、過誤

納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、個別排水処理施設整備事業債、前々

年度末現在高２億2,417万4,000円、前年度末現在高見込額２億2,651万8,000円、当該年度

中増減見込、当該年度中起債見込額1,460万円、当該年度中元金償還見込額1,303万3,000円、

当該年度末現在高見込額２億2,808万5,000円。計につきましては、同額でございますので、

省略をさせていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第32号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第３３号 

〇田村議長 日程第11、議案第33号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 施設課長。 
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〇小川施設課長 それでは、簡易水道特別会計予算の予算書１ページをごらん願います。

説明資料は58ページから59ページをごらん願います。 

 議案第33号 平成29年度浦幌町簡易水道特別会計予算。 

 平成29年度浦幌町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億8,471万3,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 （地方債） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 平成29年３月６日提出、十勝郡浦幌町長。 

 この会計につきましては、浦幌町簡易水道に係る施設の建設及び維持管理をする特別会

計でございます。 

 ２ページをごらん願います。第１表、歳入歳出予算につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 ４ページをお開き願います。第２表、地方債、起債の目的、簡易水道事業、限度額7,320万

円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率、年5.0％以内（ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償

還の方法、政府資金又は金融機関等の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。 

 ５ページをごらん願います。歳入歳出予算事項別明細書に１、総括につきましては、説

明を省略させていただきます。 

 ７ページをごらん願います。２、歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目簡易

水道費負担金、本年度予算額1,320万円、この目につきましては町道整備工事に伴います水

道管移設工事に係る負担金でございます。前年度より2,680万円の減額となっております

が、主に道道直別共栄線、厚内地区配水管移設工事が完了したことに伴います減額でござ

います。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、本年度予算額１億5,360万3,000円、

内訳につきましては説明資料58ページに記載のとおりでございます。 

 ２項手数料、１目簡易水道手数料、本年度予算額10万円、給水工事設計審査に係る手数

料でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予算額１億3,716万8,000円、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ４款１項１目繰越金、本年度予算額50万円、前年度繰越金でございます。 

 ８ページをごらん願います。５款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金、本
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年度予算額1,000円、２目過料、本年度予算額1,000円でございます。 

 ２項１目雑入、本年度予算額2,000円、雑入及び仮払消費税還付金でございます。 

 ６款１項町債、１目簡易水道事業債、本年度予算額7,320万円、簡易水道事業に係る事業

債でございまして、2,260万円の増でございます。 

 ７款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道事業費補助金、本年度予算額693万

8,000円につきましては、簡易水道事業に係る国庫補助金でございまして、79万7,000円の

増となっております。 

 ９ページをごらん願います。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

本年度予算額2,672万7,000円、この目につきましては簡易水道の運営に係る一般管理費で

ございます。増額の主なものは、１節報酬13万7,000円でございまして、これにつきまして

は平成29年度に予定をします水道事業審議会のための委員報酬に係る増でございます。減

額の主なものにつきましては、人件費に係る２節給料437万円、３節職員手当等269万

5,000円、４節共済費329万円及び検針器を更新購入いたしました18節備品購入費65万円の

減でございます。 

 10ページをごらん願います。２目施設管理費、本年度予算額6,965万8,000円、この目に

つきましては簡易水道施設の維持管理に係る経費でございます。増額の主なものは施設巡

視車の車検整備に伴います11節需用費の修繕料30万円、浦幌浄水場取水施設改修工事など

の15節工事請負費650万円で、減額の主なものは緊急復旧対応資材を購入しました16節原材

料費70万円、災害時給水対応設備を購入いたしました18節備品購入費64万1,000円の減でご

ざいます。11節需用費の修繕料、13節委託料、15節工事請負費につきましては、説明資料

59ページに記載のとおりでございます。 

 11ページをごらん願います。２款１項事業費、１目給水事業費、本年度予算額１億377万

1,000円、この目につきましては簡易水道施設整備及び給水装置に係る量水器取りかえなど

に係る経費でございます。減額の主なものは、13節委託料650万円、道道直別共栄線厚内工

区配水管移設工事などが完了したことに伴います水道管移設工事及び浄水場設備等更新工

事などの簡易水道事業に係る15節工事請負費3,270万円の減でございます。15節工事請負費

につきましては、説明資料59ページに記載のとおりでございます。 

 ３款１項公債費、１目元金、本年度予算額１億4,819万4,000円、２目利子、本年度予算

額3,626万3,000円、この目につきましては簡易水道事業債に係る償還元金並びに利子でご

ざいます。23節償還金、利子及び割引料につきまして、長期債償還元金では1,740万4,000円

の増、長期債償還利子につきましては324万5,000円の減となっております。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目過誤納還付金、本年度予算額５万円、過誤

納が生じた際の還付に備えるための費用でございます。 

 ５款１項１目予備費、本年度予算額５万円、予備の支出に備えるための費用でございま

す。 

 12ページをごらん願います。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当
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該年度末における現在高見込みに関する調書。区分、簡易水道事業債、前々年度末現在高

21億2,559万8,000円、前年度末現在高見込額20億4,540万9,000円、当該年度中増減見込、

当該年度中起債見込額7,320万円、当該年度中元金償還見込額１億4,819万4,000円、当該年

度末現在高見込額19億7,041万5,000円。計につきましては、同額でございますので、省略

をさせていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇田村議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇田村議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第33号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

〇田村議長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎散会の宣告 

〇田村議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

 再開は、あす15日午後２時といたします。 

散会 午後 ３時１７分 


